６

＜中小運送事業者における
事業承継特集Ⅱ＞

関 係 省 庁 が第２回 連 絡 会 議

では︑﹁荷 待 ち時 間﹂ を
削減するため︑トラック
の予約調整システム導入
を支 援 するほか︑﹁荷 役
時間﹂を削減するため︑

を開催し︑トラック︑バス︑タ
クシーの長時間労働是正のため
に新たに進める施策など︑ の
施策をまとめた︒

みを︑政府を挙げて強力
に推進していくこととさ
れた（図）
︒
今回まとめた施策のな
かで︑労働生産性の向上

強化する︒
さらに︑第二種免許の
受験資格を見直すほか︑
貨物集配中の車両に係る
駐車規制を見直す︒
これらの施策は平成
年度予算概算要求に反映

される︒
なお︑同会議では平成
年春ごろを目途に︑自
動車運送事業の長時間労
働を抑制するための﹁行
動計画﹂を策定・公表す
る予定︒

システムは安心の
自社開発！

充実の
アフターサポート

信頼されて32年

坂 本 会 長 、主 要 閣 僚 と
自民党新三役を表敬訪問

パレット化等による機械
さらに︑多様
荷役への転換を促進︒
﹁走 な人材を確保す
行時間﹂を削減するため︑ るため︑ト ラッ
高速道路の割引拡充など ク︑ 高速バスで
を検討する︒
中継輸送の普及
また︑ダブル連結トラ に向けた検討を
ックの導入を促進するほ 行うほか︑ＳＡ
か︑ＩＣＴ（情報通信技 ・ＰＡでの大型
術）を活用して運行管理 車駐車マスを増
を高度化する︒
やす︒
一方︑取引環
境の適 正 化で
は︑荷主勧告制
度の運用を見直
すほか︑運送以
外のサービスの
対価として諸料
金収受を促す︒
このほか︑各業界団体
に﹁アクションプラン﹂の
策定を要請するほか︑ホ
ワイト経営の
﹁見える化﹂
と優遇策を検討する一方
で︑ 行政処分については

事業用自動車関係３団体とともに
次安倍第３次改造内閣が
発足し︑自由民主党執行
部が新体制になったこと
に合わせ︑主要閣僚およ
び自民党新三役を表敬訪
問した︒

宅配便（千個）

副大臣に牧野氏、秋元氏

85
139
1,955
1,989 2,288
（＋1）（−12）（−127）（−132）（−150）

54
（−13）

▶警察庁調べ

普通・準中型・中型

大型

計

事故件数

7月31日現在 8月30日現在

トラック運送事業者のための経営のヒント【中小事業者の「働き方改革」考】…３面／タイヤ
ケアホントの話【タイヤケア・コイン】…４面／食の新旧街道を行く
【滋味のふるさと①もちも
ち、六田麸】…７面

事業用トラック第1当事者死亡事故件数
軽貨物は除く。
（ ）内は前年同月比増減数

平成29年7月末

103.7%
105.7%
111.0%

特別積合せ（千トン）

30

政務官に秋本氏、高橋氏、簗氏

15

コ ラ ム ラ イ ン ナ ッ プ

5,598
―
348,043

一 般

トラック

平成29年6月分
▶国土交通省調べ

57

事業用貨物自動車の死亡事故件数 全国の死亡 交通事故死者数（人）
前年同月比

交通事故統計
輸送量

輸送統計

18

42 24

56

簗 和生
国土交通大臣政務官

18

38 24

45

59 25

全日本トラック協会の
坂本克己会長は︑日本バ
ス協会の三澤憲一会長︑
全国ハイヤー・タクシー
連合会の川鍋一朗会長と
ともに︑８月３日に第３

▼ 全ト協 会員専用ページのパスワード ▼

25 19

58

秋本 真利
国土交通大臣政務官

高橋 克法
国土交通大臣政務官

加藤勝信厚生労働大臣（8月23日、厚生労働大臣室）

今号に掲載した記事の関連資料と
関連HPへは全ト協HPバナーから
アクセスできます。

第３次安倍第３次改造内閣

19 16

63

キャリアカードライバーとして商品車輸送を担う
打野 久美子さん

30

長︒ 歳︒
第３次安倍第３次改造 と秋本政務官となる︒
内閣が８月３日発足し︑
国土交通副大臣に牧野た ︻国土交通副大臣︼
︻国土交通大臣政務官︼
かお（参議 院・静 岡 ）
︑ ▽牧野たかお（まきの・ ▽秋本真利（あきもと・
秋元司（衆議院・比例東 たかお）氏 昭和 年早 まさとし）氏 平成 年
京）両氏が着任した︒ま 稲田大学法学部卒業︑同 法政大学法学部卒業︒市
た︑国土交通大臣政務官 年テレビ静岡入社︒県議 議会議員を経て︑ 年衆
には︑秋本真利（衆議院 会議員を経て︑平成 年 議院議員初当選︒ 歳︒
︑高橋克法 参議院議員初当選︒ 年 ▽高橋克法（たかはし・
・千葉９区）
（参議院・栃木）
︑
簗和生 外務大臣政務官︒ 歳︒ かつのり）氏 昭和 年
（衆議院・栃木３区）の ▽秋元司（あきもと・つ 明治大学法学部卒業︒国
３氏が就任した︒石井啓 かさ）氏 平成８年大東 会議員秘書︑
県議会議員︑
一大臣以外は全員が交代 文化大学経済学部卒業︒ 高根沢町長などを経て︑
平成 年参議院議員初当 平成 年参議院議員初当
したことになる︒
このうち︑トラック運 選︒ 年防衛大臣政務官︒ 選︒ 歳︒
年衆議院議員初当選︒ ▽簗和生
（やな・かずお）
送事業（自動車局）を担
年自民党国土交通部会 氏 平成 年慶應義塾大
当するのは︑牧野副大臣
学商学部卒業︑ 年東京
大学大学院経済学研究科
修了︒国会議員秘書など
を経て︑平成 年衆議院
議員初当選︒ 歳︒
27 24

23

国務大臣に対しては︑
８月７日に石井啓一国土
交通大臣︑また︑８月
日には加藤勝信厚生労働
大臣を訪問︒
自民党関係では︑８月
７日に二階俊
博幹事長︑竹
下亘総務会
長︑岸田文雄
政調会長の自
民党新三役
を︑さらに︑
８月
日に
は︑盛山正仁
国土交通部会
長を訪問した
（２面に掲
載）
︒
なお︑表敬
訪問には︑各
団体の役員も
同行し︑全ト
協からは︑桝
野龍二理事
長︑松崎宏則
常務理事が同
行した︒

※平成29年度第1回「運行管理者試験問題（貨
物）」と解答は抜き出してご活用ください

国土交通省

政府は８月 日︑第２回﹁自
動車運送事業の働き方改革に関
する関係省庁連絡会議﹂（議長
・野上浩太郎内閣官房副長官）

・親族内承継①
東松山運輸㈲（埼玉県）

５

・全ト協青年部会「女性雇
用促進に関する実態調査
報告書」

図

牧野 たかお
国土交通副大臣

秋元 司
国土交通副大臣

23

9/15〜10/14

5552
4716
8/15〜9/14

同会議は︑自動車運送
事業について省庁横断的
な検討を行い︑長時間労
働を是正するための環境
を整備することを目的と
し た 関 連 制 度 の見 直 し
や︑支援措置に関する行
動計画の策定・実施を総
合的かつ計画的に推進す
るために設置されている
もの︒
今回の会議では︑トラ
ック︑ バス︑ タクシーの
働き方改革﹁直ちに取り
組む施策﹂について検討
を行い︑①長時間労働是
正のための環境整備②長
時間労働是正のためのイ
ンセンティブ・抑 止 力の
強化︱︱に関する取り組

トラガールのお仕事。
東奥陸送㈱岩手営業所（岩手県）

28

自動車運送事業の働き方改革

（国交省等）

〜

・女性の輝く現場から

８

長時間労働是正へ63施策
２ ・ト ラック協会ニュース
・官公庁ニュース
4

全ト協
石井啓一国土交通大臣（8月7日、国土交通大臣室）

・「中小企業白書」にみる
事業承継のトレンド①

7
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〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番5
全日本トラック総合会館
☎（03）3354-1029（総務部広報室）
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運送業の今を少しだけ便利にする「配達くん」

自民党新執行部を表敬訪問

News 2017.8.5—9.1

していきたい﹂と述べ︑
今後の意見交換会に繋げ
ていくこととした︒
平成 年度
事業計画案などを承認

総計 145 時間

第 回利用運送・積合部会

授業時間

全ト協提供

中部トラック総合研修センター特集を放送

※年間時間割およびカリキュラムや申し込み方法等の詳細は東ト協 HP を参照。

た 車 両 確 保 に 資 する た
め︑情報システムの有効
利用について検討する②
部会員の経営基盤強化に
資するため︑研修会を開
催する③部会組織のあり
方ならびに組織拡充対策
について検討する︱︱の３
つの施策を積極的に展開
していくこととした︒
なお︑議事終了後︑山
田経営コンサルティング
事 務 所 の山 田 健 代 表 が
﹁物流の最新動向﹂をテ
ーマに講演した︒

東京都トラック協会 教育研修部
〒 160-0004 東京都新宿区四谷 3-1-8
☎ 03-3359-4137 ／ FAX 03-3359-6020

問い合わせ先

日時：原則として水曜日 13 時 30 分～ 17 時 45 分
（※講師の都合により曜日・時間変更の場合あり）
場所：東京都トラック総合会館 6 階研修室 他

授業予定
日時・場所

⑴ 東ト協会員事業者の役員およびその社員： 35 万円（税込み）
⑵ 関ト協会員事業者の役員およびその社員： 35 万円（税込み）
⑶その他：40 万円（税込み）

受講料

代表取締役社長
（兵庫県）
を新たに副部会長に選任
した︒
年度事業計画では︑
①繁忙期における安定し

平成 29 年 10 月 25 日㈬ ～ 30 年 8 月 2 日㈭
※修了式は平成 30 年 9 月 4 日㈫

22

11

29

28

13

（解説・３面）

盛山正仁自由民主党国土交通部会長（8月23日、衆議院第一議員会館） 岸田文雄自由民主党政調会長（8月7日、自民党本部）

８月 日︑第 回利用

◆どのような運転をすれば危険を避けることができますか？

第13回利用運送・積合部会（８月28日、全ト協）

研修期間

運送・積合部会（井上和
英部会長）
が開催された︒
議事では︑平成 年度
事業報告（案）
︑ 年度
事業計画（案）などにつ
いて審議し︑いずれも原
案通り承認した︒
任期満了に伴う役員の
改選では︑井上部会長ら
を再任するとともに︑堀
部運送㈱の堀部雅夫代表
取締役会長（兵庫県）
︑
㈱神戸急配社の内山克己

受講資格

「ドライバーズ・リクエスト」

申し込み先

募集パンフレットに付属の受講申込書（東京都トラック協会ホーム
ページ［HP］よりダウンロード可能）に必要事項を記載の上、所属
支部（関東各県トラック協会会員の場合は所属協会）を経由し、
東ト協教育研修部宛てに郵送または FAX で申し込む（その他の
方は直接教育研修部へ）
※募集パンフレットは東ト協各支部にも配布してあります。

９月７・８・ 日の３回シリーズ

国内拠点：札幌/苫小牧/仙台/北関東/長野/静岡/名古屋/大阪/神戸/九州 研究所：掛川工場 海外拠点：PGF深圳

申し込みは9月8日㈮まで

29 28

①（一社）東京都トラック協会会員事業者の役員、またはその
社員で経営管理職の経験３年以上の方、もしくはこれに準ず
る方
②関東トラック協会会員事業者の役員、またはその社員で経営
管理職の経験３年以上の方、もしくはこれに準ずる方
③その他、特に会長が認めた方

全日本トラック協会 研修棟︑法定仕様の運
が提供しているラジオ 転練習コース︑全天候
番組﹁ドライバーズ・ 型のフォークリフトコ
リクエスト﹂（ Ｔ Ｂ Ｓ ース︑また有事の際に
ラジオ系列全国 局ネ は緊急支援物資の集積
ットで放送中）では︑ 基地となる屋内実技練
９月７日㈭︑８日㈮︑ 習場が整備された︒
日㈮の３回にわたり︑ 同特集では︑番組パ
愛 知 県 ト ラック 協 会 ーソナリティーの宮 崎
（小幡鋹伸会長）が運 瑠依さんが同センター
営している﹁中部トラ を訪れ︑ドライバー研
ック総合研修センター﹂ 修を体験受講︒右左折
（愛知県みよし市）で 時の事故や緊急時の回
収録を行った︑ドライ 避体験︑また夜間運転
バー研修体験の模様な 時の注意点などについ
どを放送する︒
て︑指導員による的確
中部トラック総合研 な運転指導などをリポ
修センターは︑研修事 ートする︒
業の充実と事業の拡大
また︑愛知県ト協の
に向けた施設整備を図 小池良専務理事へのイ
るための施設補完整備 ンタビューも収録︒小
事業が終了し︑昨年
池専務理事が︑同セン
月にグランドオープン ターの特長や︑充実し
を果たした︒それによ た研修内容についての
り︑管理研修棟︑実技 紹介を行う︒

Peacock Element Manufacturing Co.,ltd.

第18期「物流経営士資格認定講座」受講生を募集

29

平成 29 年 9 月 8 日㈮

33

東京都トラック協会

TBS ラジオ

二階俊博自由民主党幹事長（８月７日、自民党本部）

竹下亘自由民主党総務会長（8月7日、自民党本部）

（1 面に関連）

ニュース・ターミナル （トラック協会ニュース）

〔第 91 回〕「駐車車両のある道路の走行」

32 人

小池良愛知県ト協専務理事㊧も出演する

あいさつする坂本克己会長（８月８日、全ト協）

％に設定すると、 サイズでプリントできます。

141

申し込み
手続き期限

22

A4

あなたは前方左側にトラックが駐車している道路を走行しています。
追い越していきたいのですが、この場面にはどのような危険がありま
すか。また、危険を避けるためにはどのような運転をすればよいでしょ
うか。考えてみましょう。

状況

◆どのような危険がありますか？

長︑坂本政彦山梨県トラ た︒
全国９ブロックとの
ック協会会長と︑各都県
千原関ト協会長は︑
﹁関
「意見交換会」
スタート
ト協の専務理事らが出席 ト協としては︑要望実現
した︒
のために坂本会長を支え
全ト協からは桝野龍二 ていきたい﹂と発言︒坂
関東トラック協会皮切りに
理事長を筆頭に役員が出 本全ト協会長は﹁本日皆
冒頭︑坂本会長は﹁か 席︒全ト協の事業活動に 様から頂戴した様々な意
全 日 本 ト ラック 協 会
（坂本克己会長）は８月 ねがね各 ブロックの皆様 ついて説明が行われた後︑ 見を集約し︑適正な運賃
８日︑関東トラック協会 方や行政の方々と同じテ 各都県ト協からの意見・ ・料金の収受に向け︑関
（千原武美会長）との意 ーブルにつき︑ ト ラック 要望のヒアリングを行っ 係省庁ともしっかり話を
運送業界として今後何を
見交換会を開催した︒
同会は︑トラック運送 どうしていくか︑意見の
業界を取り巻く諸課題の 集約を行っていきたいと
解決に向け︑主に運賃本 考えていた︒その幕開け
体に関する各地域からの として︑千原会長をはじ
要 望 を 取 り ま と める た めとした関ト協の皆様に
め︑全ト協・ ブロック協 ご参集いただいた︒ ざっ
会・行政参加のもと全国 くばらんな話し合いがで
９ブロックで開催されるも きれば幸い﹂とあいさつ︒
国土交通省自動車局貨
ので︑今回がその初回と
物課からは平嶋隆司課長
なる︒
と橋本恵一郎課長補佐が
出席し︑平嶋課長は﹁ト
ラック業界を取り巻く当
面する諸課題等について﹂
をテーマに講話を行った︒
関ト協からは︑千原武
美東京都トラック協会会
長︑小林幹愛茨城県トラ
ック協会会長︑吉髙神健
司栃木県トラック協会会
長︑武井宏群馬県トラッ
ク協会会長︑鳥居伸雄埼
玉県トラック協会会長︑
大里忠弘千葉県トラック
協会会長代行︑吉田修一
神奈川県トラック協会会

あなたならどうしますか？

募集人員

トラックの助手席に座る宮崎さん

☟ この角を基準に拡大率を

危険予知訓練（KYT）シート：交通事故防止編
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（2）
第2091号
（第3種郵便物認可）

平成29年（2017年）9月1日

0.7％

交差点－対その他

21件
8％

その他

９割が歩行者

che

時の死亡事故

10

0

2 １

0

1～18

19～59

60～98（歳）

0

0

13件

5

歩行者

は

大型車

258件
308

24％

11

歩行者

工作物衝突
(分離帯)

高速道路

56 %

車両総重量 8トン未満 の事業用トラックを対象とした全ト協助成事業を実施中

自転車

（件）
20

自転車

出典：
（公財）交通事故総合分析センター

日㈭から

News 2017.8.5—9.1

は︑大型車 件（前年同
︑ 普 通・準
期比＋４件）
中型・中型車７件（同▲
２件）で︑昨年より２件
増加した︒

ＴＳ（トラックステーション）
情報

施設の営業時間を変
更、食堂は一時休業
徳島トラックステーション

から波動性のある仕事を請
け負っているだけだったか
らだ︒そこでボトム時に別
の下請け仕事を組み込んだ
だけで︑初年度から黒字に
できた︒賃金も少し上げ︑
わずかだがボーナスも支給
するようにな
った︒ そ の 矢
先にド ライバ
ーが辞 めたの
である︒
理由はボト
ム アップのた
めに増えた仕
事量に対し︑
それに見合う
賃 金 アップが
伴っていなかっ
たからだ︒そ
こで運 賃の安
い元請事業者
からの仕 事を
やめ︑ 新たな
第 回
取引先を開
拓︒同時に︑新採用の２人
も含め﹁赤字を覚悟で最低
３ 万 円 の賃 上 げ を 実 施 し
た﹂︒ すると逆に﹁過 去 最
高の利益になった﹂︒その後
の５年間で約３倍の規模に
なった︒同社では現在︑週

いるといえるのでしょうが︑労働

休２日の完全実施に取り組ん
でいる︒今年１月からは︑残
業代の減少分を２万円のベー
スアップで補填している︒
首都圏の中小事業者のある
営業所には︑所長を含めて
人が所属している︒所長の他
に管理職は１人で︑ドライバ
ーは 人だ︒この営業所では
昨 年 ６ 月 と 今 年 ６ 月 の比 較
で︑残業時間を６４０時間減
らした︒
まず納品先と話し合い︑朝
の出発時間を平均 分遅らせ
た︒また︑配送コースによっ
ては毎日から隔日納品への変
更を提案して効率化も実現︒
この荷主は自社でセンター作
業をしているが︑早く帰社し
たドライバーが作業を手伝う
ようにして︑翌日配送分の夕
方の積み込み開始時間を早め
た︒残業時間短縮で残業代も
減った︒しかし︑金額は書け
ないが︑２㌧車（総重量５㌧
未満）に乗務する 歳代前半
のドライバー５人の賃金（残
業代込み）は︑他産業と比較
しても引けを取らない︒理由
は独自の運賃契約にある︒
このように︑中小事業者で
も﹁働き方改革﹂は可能だ︒

ところで︑このように法令上︑

条 休日労働は時間外労働時間に含

協 定﹂

わ ら ず︑ 実 際には︑ うっかりと

時 間の いうことでしょうが︑﹁

限度時間の 時間で協定した際︑

当然これに対し︑ 厚生労働省

についても︑ 行 政 解 釈で﹁協 定 受 理 していま すので︑ 特に問 題

ることが可 能です︒ 時 間 外 手 当 ということを 理 由に︑ そのまま

時間を超えて必要な時間働かせ 使 慣 行への影 響 等 を 配 慮 する﹂

時 間 以 内である必 要はなく︑８ わけで︑ 労 基 署の窓口では﹁労

ら︑ 休日労働日の労働時間は８ 目 をつぶること もやむを 得 ない

念 が当てはま らないわけですか 協 定の届 出 奨 励のために多 少は

休日労働には法定労働時間の概 勢です︒ とはいえ︑ 実 際は︑

すので︑ 許 さ れ ま せ ん︒ ま た︑ できないというのが基 本 的 な 姿

止の原 則に反 することになりま 出は適 正なものと認 めることは

て計 算 することは二 重 評 価の禁 としては︑ 本 来はこのよ うな 届

逆にこれを時 間 外 労 働 時 間とし

働時間の制限の枠内には入らず︑ 署に届け出るというケースです︒

た労働時間は１週全体の法定労 たまま計算して︑ 労働基準監督

したがって︑ 法 定 休 日に働い その中に休日 労 働の時 間を含め

ない﹂ということです︒

定 労 働 時 間と重 複 するものでは か月の時 間 外 労 働 時 間について

あくまでも休日 労 働であり︑ 法 なりあるよ うです︒ 例 えば︑１

ま り︑ 法 令 上 は︑﹁ 休 日 労 働 は た 形で締 結している事 業 場がか

ること﹂ を 意 味 していま す︒つ て︑ 休日労働の労働時間を含め

法定労働時間を超えて労働させ で時 間 外 労 働 時 間の限 度につい

条の﹁１日８時 間︑ 週

あり︑一方︑ 時 間 外 労 働は第

の﹁休 日に労 働 させること﹂ で ま れないと さ れているにも かか

基準法では︑ 休日労働は第

16

日㈯ ま で

﹂による
成 年７月 末 ）
と︑ 年７月末までの事
業用トラックを第一当事
者とする死亡事故件数は
１３９件と︑前年同期比
で 件減少した︒
なお︑７月単月の件数

法令
 上は重複せず、二重

36

外労働﹂は全く別のものです︒
の）３割５分増で差し支えない﹂ 度 基 準についてのチェックを行っ
たしかに︑ 所 定 労 働 時 間 以 外 （昭和 年︑基発第３６６号等） ています︒

定の﹂ ということ が 前 提にな り いては８時 間を超 えても深 夜 業 法を用いて届 出の時 間 外 労 働 時
ま す が︑﹁ 休 日 労 働 ﹂ と﹁ 時 間 に該当しない限り（休日労働分 間を算定し直し︑ 延長時間の限

︻ 解 説 ︼ まず︑ 基 本 的なことか において休 日の労 働 時 間 を８時 にはなっていません︒ただし︑そ
らお話ししますと︑いずれも﹁法 間と定めた場 合︑ 割 増 賃 金につ の場 合には︑ 別に定めた換 算 方

Ａ

30

20

中小事業者の「働き方改革」考

192

森田 富士夫

の労 働ということでは共 通 して と示されているところです︒

﹁働き方改革﹂があらゆる
企業において大きなテーマに
なってきた︒だが︑長時間労
働で賃金水準が低いとされる
トラック運送業界では︑企業
存続にもかかわる難問といっ
ても過言ではない︒では︑中
小事業者はどのように取り組
めばよいのか︒何事も同じだ
が︑
﹁働き方改革﹂といったよ
うに大上段に構えるより︑少
しずつでも働き甲斐のある会
社にするという︑肩ひじ張ら
ない姿勢の方がよい︒
例えば︑九州地方の保有台
数 台のある中小事業者は︑
５年前に企業存亡の危機に直
面した︒当時は車両数が６台
で︑
ドライバーも６人だったが︑
﹁そのうちの３人が辞めると
いってきた︒１人は説得して
思い留まらせたが︑２人は退
職した﹂︒
この経営者が会社
を引き継いだのは８
年前︒創業以来赤字
続きの会社で︑ドラ
イバーとして働いて
いたが︑前経営者の
株を引き取った︒赤
字の理由は明らかだ
った︒ 特 定の同業者

労働時間の中に含まれ

評価とならないよう別々

35

32

徳 島 Ｔ Ｓ は︑ 休 憩 室・コ
インシャワー・コインランド
リーの営 業 時 間 を９時 ～
時に変更する︒
また︑８月 日 ㈭ か ら 食
堂の営業を休止している︒

休日労働時間は時間外

14

45

（９月１日〜９月 日）
▽９月 日
・第１０９回交通対策委員会
▽９月 日
・第 回ダンプトラック部会
▽９月 日
・第 回物流政策委員会
・第 回百貨店部会
▽９月 日
・第 回適正化事業委員会
▽９月 日
・第８回労働安全・衛生委員
会
▽９月 日
・第 回生コンクリート輸送
部会

第143回

休 日 労 働の労 働 時 間は時
間 外 労 働 時 間の中 に 含 ま れ
るのでしょうか︒ いずれも所
定 外の労 働 時 間であり︑ 同
じ扱いとなるのでは︑と思っ
た りも す るので す が︑ 結 局
よく分かりません︒

16

に計算を

40

10

30 21

全ト協 中央近代化基金

「激甚災害融資」の公募を実施

全日本トラック協会で
は︑事業用トラックによ
る事故の過半数を追突事
故が占め︑かつ死亡事故
の３割強が交差点で発生
している現状を踏まえ︑
﹁追突事故の防止﹂およ
び﹁交差点事故の防止﹂
を最重点推進項目として
積極的に取り組む︒
それに伴い︑
今号の﹃広
報とらっく﹄には全ト協
が作成したポスター（写
真㊧）を折り込み︑同運
動の効果的な実施を目指
す︒
なお︑同運動では︑最
終日の９月 日㈯を︑国
民一人ひとりの交通安全 事 業 用 ト ラ ッ ク
意識向上によって交通事 死亡事故件数 件減少
故の発生を抑止すること
平成 年７月末
を目 的とした︑﹁交通事
故死ゼロを目指す日﹂と
警察庁がこのほど発表
定めている︒
した﹁交通事故統計（平
成を行い︑点呼時等にお
いて運転者の健康状態の
確認を徹底するよう指示
し︑過労運転の防止に努
める︒
⑿﹁危険ドラッグ﹂の根
絶
﹁危険ドラッグ﹂の使用
による運転及び事故の根
絶を図るため︑社内安全
教育や点呼時等において︑
﹁危険ドラッグ﹂の使用
による運転の悪質性・危
険性を十分に理解させ︑
﹁危険ドラッグ﹂の根絶
を徹底させる︒

％に設定すると、 サイズでプリントできます。

ック事業者のための健康
起因事故防止マニュアル
（改訂版）
﹂等に基づき︑
点呼時等において運転者
の健康状態の確認を徹底
し︑体調急変に伴う事故
の防止を図る︒
⑾過労運転の防止
事業者は︑休憩又は睡
眠のための時間及び休息
のための時間が十分確保
されるよう勤務時間及び
乗務時間を定めるととも
に︑運行管理者に対して
は運行経路︑運行時間︑
休憩地点等を含む適切な
運行指示書の作成や運行
計画︑並びに乗務割の作
☟ この角を基準に拡大率を

（２面）

るのか

17

30

に歩道に人が立っている時は、歩道を通行し
ていた自転車が急に車道に出てくることがあ
りますから、その点にも十分注意しましょう。

11

12

41

14

65 41

20

46

９月

( 左折巻き込み事故防止対策 ) 装着車の普及を促進

車載カメラ

ck

交差点－対歩行者

（件）
20

15

自転車
1件

7 件中

19 件が

3 件大型車

すべて大型車

8割

9

10

右折

60～98（歳）

1

19件

対歩行者

対自転車

19～59

0

0

3

1～18

3

5

10

自転車

歩行者

15

歩行者
5件
7

che

1,383件

21

座席のシートベルトとチ
ャイルドシートの正しい
着用の徹底﹂および﹁飲
酒運転の根絶﹂を全国運
動重点としている︒

131件
51％

（平成28年）
（平成27年）

31件
12％

時の死亡事故

左折時衝突

26

ニュース・ターミナル （トラック協会ニュース）

出典：
（公財）交通事故総合分析センター

追突

31件
12％

3

43

年「秋の全国交通安全運動」

95.1％

車両相互

死亡事故件数

62件

交差点

7割が自転車

左折

A4

①駐車トラックの先にも１台の駐車車両があり、追越し
をすると対向バイクと衝突する危険があります（図
１）。
②対向バイクとの衝突を避けるため強引に自車線に戻
ろうとすると、駐車トラックの先の駐車車両と衝突す
る危険があります（図２）。
③駐車車両の先から自転車や歩行者が出てくると、衝
突する危険があります（図３）。

30

平成

0.3％

横断中

1.２％

12

12

29

９月 日㈯は「交通事故死ゼロを目指す日」

44件
17％

交差点－対自転車

割は

死亡事故の

図１

者の安全な通行の確保と
高齢運転者の交通事故防
止﹂︑﹁夕暮れ時と夜間の
歩行中・自転車乗用中の
交通事故防止﹂︑﹁全ての

右・左折時には歩行者・自転車に注意 !

左折巻き込み事故ゼロをめざして

2

220

平成 年﹁秋の全国交
通安全運動﹂が︑９月
日㈭から 日㈯にかけて
実施される︒
今年は︑﹁子供と高齢

追突

1.1％

36

※四捨五入のため合計は必ずしも100にならない

衝突被害軽減ブレーキ搭載車の普及を促進
ck

（平成28年）

１２.７％

（平成28年）

追突が

52.3％

9.5％

図３

①駐車車両は路上に死角を作りますから、追越し時に
は見えない危険を十分に予測する必要がありますが、
その際の手がかりの一つに路面の影があります。この
場面のように駐車車両の先にもう一つの影があれば、
そこに駐車車両のあることが予測されますから、追越
しをかければ2台を追い越すことになり、それに要す
る距離や時間はかなり長くなります。影に気付くか気
付かないかで判断や運転行動が大きく変わってきま
すから、漫然と運転するのではなく、常に前方の状況
によく目を配り重要なサインを見落とさないようにし
ましょう。
②対向車が乗用車やトラックなどの四輪車では追越し
をしない場合でも、対向車がバイクの場合には左側
に寄って避けるだろうとか速度が遅いから自車が先
に行けるだろうと考えて、追越しをかける車も見かけ
られます。
しかし、バイクが左側に寄るとか、速度が遅
いという保証はありません。バイクも四輪車と同じだ
と考えて、接近している時には追越しはしないという
ことを徹底しましょう。
③駐車車両は自転車や歩行者を見えなくさせますが、
「見えないからいない」と考えるのではなく、
「見えな
くてもいるかもしれない」と考えることが大切です。特

停車中の車両への

追突

92.6％

車両相互

出会い頭衝突

図２

どのような運転をすれば危険を避け
ることができますか？

69.7％

追越・追抜時衝突

6.2％

人対車両

事故件数

４.６％

事故件数

6.0％

1.2％

車両単独

左折時衝突

進路変更時衝突

14,600件

4.0％ 人対車両 0.9％

車両単独

2.4％

人対車両(その他)

0.3％

右折時衝突

4.5％

後退時衝突

人対車両（その他）

5.2％

(防護柵等)

6.7％

車両単独

5.9％

29

▶交通事故防止編

21
駐車車両 工作物衝突 0.5％
車両単独（その他) 0.9％

車両相互（その他）1.4％

1.2％
横断中 3.8％

追越・追抜時衝突 正面衝突 1.3％
4.2％ 後退時衝突 車両相互（その他）

3.7％

進路変更時衝突

事業用貨物自動車の事故類型別死傷事故件数の構成率（平成28年）

全体

※公募推薦総枠 3 億円
※公募期間 平成29年9月1日㈮から平成29年9月29日㈮まで
※推薦対象者
上記激甚災害に指定された豪雨及び暴風雨により、下記⑴又は⑵のい
ずれかに該当する貨物自動車運送事業者、その共同体及びその持株会社
（傘下の貨物自動車運送事業者に係る資金調達を行う者に限る）であって、
都道府県トラック協会に加入し、商工中金（代理店を含む）との取引資
格がある者（予定を含む）
13
⑴上 記激甚災害により、事務所もしくは主要な事業用資産について、
全壊、半壊、その他これらに準ずる被害を受けた者
⑵上 記激甚災害により、今後２か月の運送収入又は輸送トン数が、前
年同期と比べ 20％以上の減少が見込まれる者
※推薦対象資金
激甚災害を受けた事業者の経営安定の確保を目的とした事業の再建又
は正常な操業維持に必要な設備資金及び運転資金
※融資限度
3 千万円
※利子補給率 年 0.3％
※都道府県トラック協会から全ト協宛て推薦期限
（全ト協必着日）
平成29年10月6日㈮
※推薦適否決定通知予定日
平成29年10月20日㈮
どのような危険がありますか？

車間距離・制限速度・健康管理がポイント！

追突死亡事故ゼロをめざして

今号には、
﹁秋の全国交通安全運動﹂ポスターを折り込んでいますので、ご活用ください。

全日本トラック協会では、
「追突事故の防止」
「交差点事故の防止」を最重点推進項目として
安全運行の確保に積極的に取り組みます。

29

全日本トラック協会では、中央近代化基金「激甚災害融資」の申込受付を
平成29年９月１日から開始する。
「平成29年６月７日から７月27日までの間の豪雨及び暴風雨」が激甚災害に
指定されたことを受け、被害を受けたトラック運送事業者の経営安定確保に資す
るため、今般の災害を当協会「近代化基金運営要領」に規定する激甚災害と
認定し、融資推薦事業を実施する。
申込に必要な書類や融資条件の詳細等については、全ト協ホームページに掲
載の公募要綱を参照のこと。

危険予知訓練（KYT）シートの解説

29

⑺トレーラ事故の防止
平成 年﹁秋の全国交通安全運動﹂全日本トラック協会実施計画
全ト協制作の﹁トレー
ラハンド ブック﹂ や﹁鉄
故防止
︿最重点推進項目﹀
鋼輸送に携わるプロ運転
故発生時における被害の く安全確認することを徹
子供と高齢者の傍を通 者・管理者用ガイドブッ
⑴追突事故の防止
軽減に有効な﹁衝突被害 底させ︑交差点左折時の
事業用トラックにおけ 軽減ブレーキ装置﹂搭載 自転車巻き込み事故及び 過する際は︑十分に速度 ク﹂等を活用し︑海上コ
る事故の半数を占める追 車の普及を促進する︒
右折時の横断歩行者との を落とすなど︑思いやり ンテナの固定方法や鋼材
突事故を防止するため︑ ⑵交差点事故の防止
事故防止の徹底を図る︒ のある運転を励行させる︒ の固縛方法を再確認し︑
全ト協制作の﹁トラッ
国土交通省制作の﹁トラ
また︑交差点等におけ ⑷夕暮れ時と夜間の歩行 横転や荷崩れ等のトレー
中・自転車乗用中の交 ラ事故の防止を図る︒
ック追 突 事 故 防 止マニュ ク交差点事故防止マニュ る左折事故防止対策の取
通事故防止
⑻高速道路における事故
アル﹂及び全ト協で制作 アル～交差点事故撲滅キ り組みとして︑車載カメ
夕暮れ時と夜間におけ
の防止
した﹁トラック追突事故 ット～﹂を活用したセミ ラ装着車両の普及促進を
る歩行中及び自転車乗用
高速道路における事故
防止マニュアル～追突事 ナーを全国展開するとと 図る︒
中の交通事故を防止する は︑高速道路に入り１時
故撲滅キット～﹂等を活 もに︑横断歩道手前での
ため︑前照灯の早めの点 間以内に多く発生してい
用し︑追突事故防止の徹 最徐行又は一時停止の励 ︿重点推進項目﹀
底を図る︒また︑追突事 行と︑左右をバランスよ ⑶子供と高齢者の交通事 灯と︑昼間よりも控えめ るため︑高速道路に入っ
の速度で走行することを た後は可能な限り早い段
励行させる︒
階で休 憩 をと らせるな
⑸シートベルトの正しい ど︑高速道路における事
着用の徹底
故防止を徹底させる︒
運転者を含む全ての乗 ⑼﹁ＷＥＢ版ヒヤリハッ
務員に対し︑シートベル
ト集﹂を活用した安全
トの適正な着用を徹底さ
意識の高揚
せる︒
全ト協ホームページ上
⑹飲酒運転の根絶
に掲載中の﹁ＷＥＢ版ヒ
酒気帯び運転︑飲酒運 ヤリハット集﹂ 等を活用
転 の根 絶 を 徹 底 す る た したＫＹＴを実施し︑
﹁だ
め︑全ト協制作の﹁飲酒 ろう運転﹂から﹁かもし
運転防止対策マニュアル﹂ れない運転﹂を心掛ける
等を活用し︑運転者に対 よう徹底させる︒
する適切な指導監督を実 ⑽健康起因事故の防止
施するとともに︑アルコ
国土交通省制作の﹁事
ール検知器を使用した厳 業用自動車の運転者の健
正な点呼の実施を徹底す 康管理マニュアル﹂ 及び
る︒
全ト協が制作した﹁トラ
車両総重量 7.5トン 以上 の事業用トラックを対象とした全ト協助成事業を実施中

29
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秋 の全国交通安全運動

物流ジャーナリスト

22

※死亡事故件数は事業用貨物自動車を第1当事者とするもの（軽を除く）

1

～30日 土

木

9月21日

平 成 2９年

「激甚災害融資」公募要綱（抜粋）
あなたは前方左側にトラックが駐車して
いる道路を走行しています。追い越していき
たいのですが、
この場面にはどのような危険
がありますか。また、危険を避けるためには
どのような運転をすればよいでしょうか。考え
てみましょう。

まで
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３２２）まで︒
についての啓 発（表に重
点点検項目）②黒煙濃度
９月、 月は
に影響を及ぼす部品等の
﹁自動車点検整備
自主点検・整備の実施に
推進運動﹂強化月間 関する啓発③ＤＰＦ（黒
不正改造防止︑点検整備 煙除去フィルタ）等の後
実施の徹底図る 処理装置付き車の正しい
使用方法に関する啓発︱

東京都トラック会館

法令ワンポイント

東京都新宿区

︱の３つを重点実施項目
に掲げ︑各都道府県トラ
ック協会の協力の下︑全
国的に運動を展開する︒
なお︑車両総重量８㌧
以上の事業用トラックを
台以上保有する事業者
においては︑重点点検期
間中（９～ 月）に定期
点検を行う大型自動車に
ついて︑別途﹁重点点検
項目﹂の点検結果を各運
輸支局等に報告する必要
がある︒

︒
（公募予算額約 億円）
車両動態管理システム
補助率は︑クラウド型車
載器＝２分の１以内︑メ
導入補助２次公募を実施
モリーカード型車載器＝
３分の１以内︒なお︑導
予算額約 億円 入後は︑同システムを活
用した荷主との連携によ
（トラック輸送の省エネ る省エネへの取り組みにつ
化推進事業及びハイブリ いて︑執行団体である同
ッド車等の点検整備の高 社に報告する必要がある︒
申請受付期間は９月
度化による省エネ推進事
業）
﹂のう ち︑ 荷 主との 日㈪～ 月 日㈫（消印
︒なお︑公募期間
連携を要件にトラック事 有効）
業者の﹁車両動態管理シ 内であっても補助金申請
ステム﹂
の導入を支援し︑ の合計額が予算額に達し
当該システムを活用した た場合には︑予算額に達
トラック運送事業者と荷 した日の前日をもって公
主との共同による輸送の 募が終了となる︒
詳細は︑同社ホームペ
効率化を実証することを
目 的 に 実 施 さ れる もの ージを参照のこと︒

パシフィックコンサルタ
ンツ㈱は︑経済産業省か
らの補助事業である﹁ト
ラック・船舶等の運輸部
門における省エネルギー
対策事業費補助金（トラ
ック輸送の省エネ化推進
事業）
﹂について︑２次公
募を行う︒
同事業は︑平成 年度
﹁トラック・船舶等の運
実証実験は︑バスタイ 輸部門における省エネル
プや乗用車タイプの車両 ギ ー 対 策 事 業 費 補 助 金
を使用し︑宅配便や農産
物の集出荷と買物・病院
など﹁生活の足﹂の確保
を貨客混載により実現す
る︒観光が加われば地域
の活性化も期待できる︒

11/22 ㈬

クイズ
法令

﹁道の駅﹂
での自動運転
これは︑中山間地域の
栃木県で実証実験開始 ﹁道の駅﹂を拠点とした
全国で初めての実証実験
で︑高齢化が進行する中
山間地域での人流・物流
の確 保に向け︑２０２０
（平成 ）年までの社会
実装を目指す︒

福岡県福岡市

50

国土交通省は９月２日
から９日までの期間で︑
栃 木 県 栃 木 市 の道 の駅
﹁にしかた﹂で自動運転
の実証実験を実施する︒

11/15 ㈬

福岡交通センター
博多バスターミナル

トラック運送業界では︑
１年を通じて﹁トラック
運送業界における点検整
備推進運動﹂を実施して
いるが︑全日本トラック
協会は︑９月１日㈮から
月 日㈫までの２か月
間を﹁自動車点検整備推
進運動強化月間﹂とし︑
不正改造の防止や確実な
点検整備実施の徹底を図
る︒
同期間においては︑①
大型自動車に関する適切
な点検・整備の実施方法

北農健保会館

付ける︒
これは︑ハイブリッド
トラック・ＣＮＧトラッ
クの導入費用の一部（補
助対象車両の価格と通常
車両価格の差額の３分の
１）を補助するもので︑
交 付 予 定 枠 の申 請 を 行
い︑内定を受けることが
必要となる︒
なお︑最大積載量２㌧
かつ車両総重量４㌧以下
のハイ ブリッド ト ラック
と︑最大積載量５㌧かつ
車両総重量８㌧以上の改
造ＣＮＧトラックについ
ては補助対象外となって
いる︒
交付要綱等の詳細は国
交 省 ホ ー ム ペー ジを 参
照︒お問い合わせは国交
省貨物課（☎ ・５２５
３・８１１１︑ 内 線 ・

北海道札幌市

化すべきだと指摘した︒
隊列走行はインフラ検討を
高速道路については︑
サービスエリア（ＳＡ）
・
社整審道路分科会が建議 パーキングエリア（ＰＡ）
を活用した中継輸送やト
ーションでは︑ ダブル連 レーラの分離・連結︑物
結トラックの早期導入お 流施設の直結など幹線物
よび幹線物流での普及を 流のプラットフォームとし
促進するとともに︑隊列 ての機能を強化すべきだ
走行の実現に向け︑実験 としている︒
データの活用を図るべき
﹁低公害車普及促進対
だとしている︒
２０２０（平成 ）年
策費補助金﹂交付予定
度の新東名高速道路での
枠申請受付開始
申請期間９月１日〜 日
隊列走行実現︑２０２２
（ ）年度以降の事業化
国土交通省は︑ハイブ
に向けて︑インフラ面で
の事業環境整備について︑ リッドトラック・ＣＮＧ
官民の役割分担を含めて トラックの導入に係る﹁低
検討を進めるべきとし︑ 公害車普及促進対策費補
特殊車両通行許可基準の 助 金﹂について︑９月１
見直しや自動審査システ 日㈮から９月 日㈮まで
ム強化により審査を迅速 交付予定枠の申請を受け

10/31 ㈫

社会資本整備審議会道
路分科会（分科会長・石
田東生筑波大学特命教
授）は８月 日︑今後目
指すべき道路政策のあり
方についての建議をまと
め︑国土交通省に提出し
た︒
建議では︑人口減少下
での労働生産性の向上︑
ドライバー不足が進行す
る物流の効率化などの諸
課題を解決するため︑Ｉ
ｏＴ・ビッグデータ・Ａ
Ｉ・ロボット・センサー
などＩＣＴを最大限活用
すべきと提言︒
トラック輸 送のイノベ

愛知県産業労働センター
（ウインクあいち）

％︑離職率は ・３％だ
った︒

愛知県名古屋市

「取引先都合の手待ち時間」に
より所定外労働が発生

10/25 ㈬

平成 年度﹁全国労働
衛生週間﹂を実施
月１日〜７日

三宮コンベンションセンター

過労死等調査研究事業報告書

兵庫県神戸市

までを本週間︑９月１日
から 日までを準備期間
とし︑各職場で職場巡視
やスローガン掲示︑労働
衛生に関する講習会・見
学会の開催など︑様々な
取り組みを展開するよう
求めている︒

同省では今年度︑全国 達を発出した︒
レーラ等であること﹂を
か所の道の駅で順次︑
同通達は︑今年（平成 確認して認定されていた︒
実証実験を行うことにし
年）７月３日に基準緩 今後は︑車両制限令に基
ている︒
和自動車の認定要領が一 づく特殊車両通行許可の
部改正されたことに伴い︑ 条件として︑誘導車の配
基準緩和自動車の適正使 置を求められている車両
いて﹂の施行に伴い︑誘 用を徹底するために関係 を誘導することが確認さ
導車に緑色点滅灯火を備 通達の見直しを行ったも れた車両についても︑認
えることができる要件に の︒特大車両の先導など︑ められることになった︒
ついて︑ 従 前の取り扱い 誘導作業を担う誘導車に
これを受け︑全ト協は
に加え︑道路通行許可に 緑色点滅灯火を備える基 ８月 日に各都道府県ト
おいて誘導車の配置が条 準 緩 和については︑これ ラック協会へ文書を発出
件として付された車両を までは︑申請で誘導され するとともに︑全ト協ホ
誘導する場合についても︑ る車両が﹁幅３㍍以上の ームページにも同内容を
基準緩和認定申請を行う トレーラまたは連結時全 掲載し︑周知徹底を図っ
ことを可能とする旨の通 長が ・５㍍を超えるト ている︒
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６割で改善基準違反

エル・おおさか

自動車運転者使用の事業場

大阪府大阪市

﹁仕事での精神的な緊張
・ストレス﹂が最も多か
った︒
なお︑厚労省では今回
の調査結果を︑今後取り
まとめられる﹁平成 年
度 我が国における過労
死等の概要及び政府が過
労死等の防止のために講
じた施策の状況﹂に反映
させていく予定︒
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運輸業等の入職者減少
雇用動向調査結果

アステールプラザ広島

厚生労働省が８月９日
に発表した︑自動車運転
者を使用する事業場に対
す る 平 成 年 の監 督 指
導︑送検等の状況による
と︑ ト ラック︑ バス︑ハ
イヤー・タクシーの３業
種合わせて計４３８１事
業場に監督を行ったとこ

25

（全国 10 か所、開催時間 10：00 ～ 12：30 頃）

って︑飲酒運転を根絶す
るための担い手を養成す
るもので︑９月中旬から
月初旬にかけて︑講座
を無料で一般公開する
﹁公
開スクーリング﹂を全国
か所の会場で実施する
（表）
︒
実施会場や日程などの
詳細・お問い合わせはＡ
Ｓ Ｋ（☎ ・３２４９・
２５５１）またはＡＳＫ
ホームページまで︒

広島県広島市

10

厚生労働省は︑﹁働き
方改革で見直そう みん
なが輝く 健康職場﹂を
スローガンに︑平成 年度
﹁全国労働衛生週間﹂を
月１日㈰から７日㈯ま
で実施する︒
同週間は︑労働者の健
康管理や職場環境の改善
など︑職場での自主的な
活動を促して︑労働者の
健康を確保することなど
を目的に実施されている︒
毎年 月１日から７日

公開スクーリング実施
定着を図ることにより︑
飲酒運転防止インスト
利用者にとって安心で安
ラクター養成講座
全な運輸事業を提供する
ための機会となっている︒
特定非営利活動法人Ａ
また︑会場内では安全マ
ネジメント支援ツールの ＳＫ（アルコール薬物問
展示・紹介なども行われ 題全国市民協会）では︑
﹁飲酒運転防止インスト
る︒
なお︑トラック協会会 ラクター養成講座﹂を開
員事業者がホームページ 講している︒
から参加を申し込む際に︑ 同講座は︑アルコール
﹁ 秘 密 の 合 言 葉（ ナス についての基礎知識を広
バ）
﹂を入力すると︑１・ め︑飲酒運転に繋がる飲
２階席の参加料（１人３ 酒習慣を変えることによ
０００円 ）が３００円 引
きとなる︒
参加申し込みなど詳細
はＮＡＳＶＡのホームペ
ージを参照のこと︒

プログラム

10/11 ㈬

の常用労働者数に対する
入職率は前年比０・５ポ
イント低下の ・８％と
なり︑離職率は横ばいの
・０％で︑４年連続の
入職超過となった︒
産業別にみると︑入職
者数︑離職者数ともに宿
泊業︑飲食サービス業が
最も多く︑前年と比べ︑
入職者数は学術研究︑専
門・技術サービス業が最
も増加幅が大きく︑運輸
業︑郵便業が最も減少幅
が大きかった︒
入職率︑離職率をみる
と︑いずれも宿泊業︑飲
食サービス業が最も高く
（入職率 ・０％︑離職
︑ 運 輸 業︑
率 ・０％）
郵便業の入職率は ・２

～タイヤ以外、何に触れても事故である。～

18

CSA 貸会議室

厚 生 労 働 省 は８月
日︑平成 年の雇用動向
調査の結果をまとめ︑発
表した︒全国主要産業の
入職者数・離職者数など
を調査したもので︑ 年

『安全・安心』への果てしなき道

10

静岡県静岡市

同左

10

9/28 ㈭

03

コラッセふくしま

厚 生 労 働 省 は８月
め︑アンケートを行った︒
日︑平成 年度﹁過労死
それによると︑自動車
等に関する実態把握のた 運転従事者（トラック）
めの労働・社会面の調査 では︑企業調査・労働者
研究事業報告書﹂を公表 調査ともに︑所定外労働
した︒
が発生する主な理由とし
調査は 年度より厚労 て﹁取引先の都合で手待
省が実施しているもの︒ ち時間が発生するため﹂
今回は︑過労死等が多く ﹁仕事の特性上︑所定外
発生しているとの指摘が でないとできない仕事が
ある
﹁自動車運転従事者﹂ あるため﹂が多かった︒
（運送業）等を対象に︑ また︑労働者調査におい
過重労働やその背景等の て︑業務関連のストレス
実態を企業・労働者の両 や悩みの内容をみると︑
面 か ら 明 ら かに す る た ﹁トラック運転者﹂では

10

29

回
「タイヤケア・コイン」

安全マネジメントセミナー

15

福島県福島市

同左
漏れ、損傷および
取付状態

ろ︑ ・９％にあたる３ られた︒
誘導車配置条件車両
６３２事業場で何らかの
業種別の違反率は︑ト
誘導時も基準緩和
労働基準関係法令違反が ラックが ・２％で最も
認定申請が可能に
高く︑ 年の ・９％よ
認められた︒
通達の改正・施行に伴い
業種別の違反率を見る り２・７ポイント低下し
と︑ハイヤー・タクシー た︒トラックの主な違反
国 土 交 通 省 は８ 月 ４
が ・７％と最も高く︑ 事項をみると︑最大拘束 日︑全日本トラック協会
次いでト ラックの ・３ 時間が ・１％を占め︑ に対し︑﹁
﹃基準緩和自動
％︑バスが ・３％ だっ 最も多かった︒
車の認定要領について（依
た︒トラックの違反率は
労働基準関係法令違反 命通達）
﹄の一部改正につ
年の ・９％と比べ２ に よ り 送 検 さ れ た 件 数
・６ポイント低下した︒ は︑３業種合わせて前年
第 回﹁ 安全マネジメ
トラックの主な違反内容 比８件増の 件︒トラッ
ントセミナー﹂を開催
は︑労働時間が ・３％ クは２件増の 件だった︒
ＮＡＳＶＡ
を占めた︒
地方運輸局などとの相
一方︑運転者の労働時 互通報で︑ 年に労働基 （独）自動車事故対策
間等を定めた改善基準告 準監督機関が通報した件 機構（ＮＡＳＶＡ）は︑
（ 件増）
で︑ 月 日に東京国際フォ
示違反は︑３業種合計４ 数は８６７件
３８１の監督実施事業場 通報を受けた件数は３５ ーラムで﹁第 回ＮＡＳ
のうち︑ ・６％にあた １件（ 件減）だった︒ ＶＡ安全マネジメントセ
る２６９９事業場で認め
ミナー﹂を開催する︒
今回のセミナーは︑運
輸安全マネジメントにす
というようにすれば︑空気圧点検はもっ でに取り組んでいる事業
者には有益な情報（復習
と身近な点検になるはずです︒
それでは︑その︿１コイン﹀の金額を を含めた継続的なレベル
いくらに設定すればよいか︒︿１コイン﹀ アップ）を︑これから取
ですから︑５００円玉１個が妥当でしょう り組もうとする事業者に
か︒大型トラックは︿２コイン﹀で１００ は気付き（ヒント）を提
０円分︒一度の空気圧調整で万単位の効 供し︑安全文化の構築と
果が期待できるわけですから︑これほど
ローコストでハイリタ
ーンな 仕 組 みは あ り
ません︒しかも︑この
タイ ヤ ケ ア・ コ イ ン
は︑ 安 全 な だ けでな
く 環 境 に も 貢 献で き
る︑夢の硬貨です︒
どうでしょう︒こう
いうコインを使ってみ
たいとは思いませんか︒
12

毎年、自動車運送事業者の皆様をはじめ、多くの皆様にご参加いただいております「NASVA安全マネジメントセミナー」も、
第12回を迎えました。
今回のセミナーでは、運輸安全マネジメントにすでに取り組まれている事業者の皆様には有益な情報(復習を含めた継
続的なレベルアップ)を、これから取り組もうとする事業者の皆様には気付き(ヒント)を提供し、安全文化の構築と定着
を図ることにより、利用者にとって安心で安全な運輸事業を提供するための機会としていただきたいと考えております。

12

24

NASVA
SAFETY
MANAGEMENT
SEMINAR

12
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10

会場

同左

18

開催地

燃料漏れ

接続部の緩みおよび損傷

バツ

51

25

同左

～大地震発生時の措置等～

69

54

46

16

日程

11

79

31

マル

32

27

67

68

28

83

59

82

85

61

29

表「公開スクーリング」実施会場

燃料装置

電気配線

kPa

86

27

タイヤの状態

28

29

休
憩
取組事例報告(バス)
取組事例報告(ハイヤー・タクシー)
取組事例報告(トラック)
閉
会

原動機

電気装置

ホースおよび
制動装置
パイプ

ホイール・ナットおよび ホイール・ナットおよび
ホイール・ボルトの緩み ホイール・ボルトの損傷

走行装置

ホイール

12 か月点検
点検時期

3 か月点検
点検箇所

30

表 重点点検項目（①関係）

kPa

32

着本数も多く︑タイヤの空気圧も乗用車 と勘ぐってしまう﹁無料点検﹂という方
の３～４倍になってしまうことから︑﹁と 法をやめ︑その代替案として﹃タイヤケ
っても手間が掛かるから︑無料なんかで ア・コイン﹄というものを製造し︑タイ
に亀裂があるかどうかまでチェックします︒ お願いできる作業ではない﹂と考える人 ヤの空気圧点検や位置交換といった作業
クルマの中で唯一地面と接する場所が が大半なようで︑空気圧点検のためだけ に対し︑そのコインで作業の対価を支払っ
お店に飛び込む人は皆無に等しいです︒ ていく仕組みを導入するのはどうかと考
タイヤですから︑タイヤの状態が良好で に︑
あれば︑それが安全な走行に直結します︒ タイヤの空気圧点検は︑乗用車で約２ えています︒
そこまでタイヤのケアをしっかりと施して 分程度︑タイヤ６本装着の小型トラック
このコインを一番流通させたいジャンル
くれて︑おまけにポケットティッシュ等の は５分以内︑タイヤ 本装着の大型トラ は︑
トラック車両です︒
景品まで付くとなれば︑無料点検を利用 ックでも 分もかかりません︒１回の空 例えば︑タイヤの空気
気圧調整をするだけで︑トラック車両の 圧調整の上限値でコイ
しない手は考えられません︒
しかしながら︑そうした安全意識をも 燃費が一気に ％以上向上するケースも ンの枚数を決めます︒
ってもらう目的でタイヤ点検者が旗のぼ あり︑仮に１か月で使用する燃料代が
タイヤの指定空気圧が
りを出したとしても︑ドライバーには﹁も 万円だとすれば︑そのたった一度の空気 ７００ 未満のトラッ
しタイヤに少しでも異常があったら︑全 圧調整で︑新品のトラックタイヤを毎月 クは︿１コイン﹀
︑積
部新品のタイヤに交換させられるのだろ １本買えてしまうほど絶大な効果が得ら 載量４㌧超のトラック
う﹂という思い込みがあるため︑利用す れます︒
に使 用 される 空 気 圧
本当は気軽にできるタイヤの空気圧点 は８００～９００ で
る人はまだまだ少ないのが現実です︒
特にトラック車両の場合︑タイヤの装 検︒そこで︑クルマのユーザーがいろいろ すから︑︿２コイン﹀

16:35～ 取組事例報告(トラック)

32

経 産 省

安全は、組織と社員が
つくりだす文化です

第
﹁ も しこ ん
なコインが存
在したら︑ど
んな世の中に
なるのだろうか？﹂と期待しているプ
ランがあります︒
クルマで道路を走行している時︑お
店の店頭に﹁タイヤ空気圧無料点検実
施中！ 景品も付いています！﹂と書
かれた旗のぼりを見かけることがある
と思います︒そのお店に立ち寄れば︑
無料でタイヤの空気圧を調整し︑空気
が少なければ︑運転席のドア表示に記
載された適正空気圧まで補充してくれ
ます︒さらに︑タイヤ側面の傷や偏摩
耗の状態︑空気注入口の﹁ゴムバルブ﹂

を開催します。

の展示･紹介を行います。

ミニ･生命(いのち)のメッセージ展

安全マネジメント支援ツール

●15:10～
●15:35～
●16:05～
●16:35～
●17:10

開
場
開会･主催者挨拶･来賓挨拶
基調講演
休
憩
特別講演

●11:45～
●13:00～
●13:15～
●13:55～
●14:10～

交通事故等により､理不尽に生命を奪
われた犠牲者の顔写真付き等身大パネ
ルと彼らの遺品の靴を展示します。
被害者･遺族の人権を訴えると共に､
「生命の重み」を伝えます。

安全な運行を支援するデジタル式運行
記録計､映像記録型ドライブレコーダ
ー､アルコール検知器､SAS(睡眠時無呼
吸症候群)スクリーニング検査機器等
の展示･紹介を行います。

日生流通運輸倉庫株式会社（埼玉県）
安全管理センター長

氏

「絶対的な安全は世の中に
はない」、安全とは「運転
者の技能・技術」だけでな
く、組織と社員がつくりだ
す文化との認識のもと、安
全文化の構築に尽力されて
います。日常の具体例からリスクコミュニケー
ションによる安全づくりの大切さを伝えていた
だきます。

横浜市交通局における健康
起因による事故防止を目的
とした、運転者の健康管理
と職員全体の健康づくりの （市営交通イメージキャラクター）
取組事例をご紹介いただき
ます。

平成29年6月に策定した「事
業用自動車総合安全プラン
2020」をはじめ、事業用自
動車の安全対策についてご
説明いただきます。

横浜市交通局（神奈川県）
総務部人事課（保健師）

国土交通省自動車局安全政策課長

氏

樋口 弘之

～運行管理者ができること～

～リスクコミュニケーションで安全文化へ～

安全運行のための健康管理

事業用自動車の
安全対策について

青谷 奈美

氏

吉永 隆博

氏

29

10

03

15

10

15

30

12

29

28

23

28

13

帝都グループでは、社長自
らが先頭に立って安全・安
心に対する強い思いを実現
するため、独自の取り組み
を進めています。帝都グル
ープの安全・安心に対する具体的な取り組みに
ついてご紹介いただきます。
国土交通省大臣官房運輸安全監理官

運輸事業の最大の使命は
安全の確保です。関係者
の地道な努力によって、
これまで日本の運輸産業
は安全性を向上させてき
ました。本講演では、更
なる安全性の向上のため
の課題についてご講演い
ただきます。
平成29年7月に改訂を行った
「安全管理規程に係る報告
徴収又は立入検査の実施に
係る基本的な方針」及び
「運輸事業者における安全
管理の進め方に関するガイ
ドライン」について、改訂
の背景と趣旨、主な改正事
項について解説をしていた
だきます。

15:35～ 取組事例報告(バス)
13:35～ 基調講演

帝都自動車交通株式会社（東京都）
代表取締役社長
関西大学社会安全学部教授

三上 誠順

16:05～ 取組事例報告(ハイヤー･タクシー)

14:10～ 特別講演

13:15～ 基調講演

氏

安部 誠治
～これまでの10年を踏まえた運輸安全
マネジメントのスパイラルアップに向けて～

2,000円

3階席

運輸産業における
更なる安全性向上の課題

「運輸安全マネジメント制度の
今後のあり方」について

公益社団法人

※協賛団体割引がございます。

日本バス協会
全日本トラック協会
一般社団法人 全国ハイヤー･タクシー連合会

国土交通省

公益社団法人

自動車事故対策機構

独立行政法人

主催

火

協賛

11:45［受付開始］～17:10

後援

会場

東京国際フォーラム ･ ホールC
1名様 1階･2階席 3,000円

参加料

2017年10月24日

開催日

28

10

34

76

❶	車を運転中に緊急地震速報の発表を知ったときは、非常点滅表示灯を
つけるなどして周囲の車に注意を促した後、緩やかに速度を落とす。
（ ○・× ）
❷	車を運転中に大地震が発生したときは、急ハンドル、急ブレーキを避
けるなど、できるだけ安全な方法により道路の右側に停止させる。
（ ○・× ）
❸	車を運転中に大地震が発生し、車を置いて避難するときは、できるだ
け道路外の場所に移動しておく。（ ○・× ）
❹	車を運転中に大地震が発生し、やむを得ず道路上に車を置いて避難す
るときは、エンジンキーは付けたままとするか運転席などの車内の分
かりやすい場所に置き、窓は開け、ドアはロックしない。（ ○・× ）
❺	津波から避難するためやむを得ない場合を除き、避難のために車を使
用しない。（ ○・× ）
（解答は７面）

第12回 NASVA

10

29

10

22

28

27

10

10

10

41

12

20

（4）
第2091号
（第3種郵便物認可）

平成29年（2017年）9月1日

平成29年（2017年）9月1日

40

60

80

100
（％）

女性ドライバーは定着傾向にある
どちらともいえない

定着傾向にある

58.8
57.8
32.2
30.1
24.6
18.1

インターネット求人サイト

13.1
12.0

自社のホームページ
2.0
2.4

その他
0

20

40

定着する傾向の回答者（n=199）

女性が活躍していることのアピール

定着しない傾向の回答者（n=83）

23.6

4.0
1.2

会社説明会や見学会等の実施

4.5
2.4
1.0
0.0

インターンシップ制度等学校との連携

39.7

特になし

77.1

4.0
1.2

その他

0

20

40

60

100

（％）

ドライバー経験のある
女性管理者
（n＝36）

17.3

63.9
20

63

40.3
16.7 19.4

40

60

100
（％）
どちらでもない

経営者として望むこと
31.5
28.8
29.7

女性ドライバー採用・
人材育成についての勉強会
女性ドライバー採用・
人材育成のノウハウや事例集

22.1
18.8
26.3
26.3
15.0
12.7

経営者同士の意見交換や情報共有
女性ドライバーに焦点を
当てたインターネットサイト
荷主と一体化した取り組み方法

43.7
37.5
36.4

36.6
35.6
39.8
37.5

職場外のインフラ整備

49.8
49.2

1.9
3.1
4.2

その他
0

20

40

60
（％）

現在雇用していて、今後雇用を増加させたい回答者（n=213）
過去に雇用、現在はしていないが今後雇用したい回答者（n=160）
一度も雇用したことがないが、今後雇用したい回答者（n=118）

荷主等との連携が必要 り組み﹂や﹁職場外のイ
ンフラ整備﹂について回
答 数が多くなっているこ
とから︑女性ドライバー
を雇用し活用するために
は︑社内の取り組み以外
にも︑荷主等取引先の理
解促進や︑連携の充実が
必要であることが推察さ
れる︒

雇用状況別に経営者と
して何を望むかについて
分析したところ︑
﹁採用︑
人材育成についての勉強
会やノウハウ﹂とする回
答が︑いずれの回答者に
おいても平均的に多くな
︒
っている（図９）
﹁荷 主と一体 化した 取

定着傾向にない

80

42

る対応﹂︑﹁女性活躍に係 理を行うことが︑定着へ とが推察される︒
る理解の促進﹂等に取り と繋がる可能性が高いこ
組んでいる傾向にある︒
一方で︑定着傾向にない
経営者として望むこと
回答者では︑５割以上が
﹁何もしていない﹂と回
︒
答している（図６）

42.3

慮﹂等︑業務関連の項目
において︑差が顕著にみ
︒
られている（図５）
定着への取り組みについ
ては︑定着傾向にある回
答 者は︑﹁男 女 差 別ない
人事評価︑賃金制度﹂や
﹁柔軟な休暇取得に関す

着率は ・３％となって
◎雇用のメリット
職場の雰囲気が改善 いる一方︑ド ライバー経
験のある女性管理者の場
合は ・９％に上ってい
︒
る（図８）
このことから︑ドライ
バー経験のある女性管理
者が女性ドライバーの管

雇用のメリットについて
は︑定着傾向にある回答
者は︑定着傾向にない回
答者と比較して︑女性ド
ライバーを雇用するメリ
ットを比較的強く感じる
傾 向にある︒ 特に︑﹁社
内雰囲気の改善﹂や﹁企
業イメージの改善﹂を挙
げている︒
一方で︑定着傾向にな
い回答者は︑﹁特にメリッ
トは感じられない﹂とす
る回答が顕著に多くみら
︒
れている（図７）

◎管理者
女性管理者が適任

管理者が男性のみの場
合︑女性ドライバーの定

管理者

定着傾向にある

80

は︑定着傾向にある回答
者と比較して定着傾向に
ない回答者は︑全ての項
目において﹁問題である﹂
と感じている割合が高く
なっている︒ 特に﹁代 替
要員の確保﹂や﹁作業の
限定化﹂﹁勤務体系の考

入社祝金、紹介謝礼金制度の導入

雇用上の問題

定着する傾向の回答者（n=199）

業務関連

23.1

4.8

100
（％）

図５

9.6

女性を積極的に採用していることの
アピール

0

100 （％）

27.6

13.3

免許取得補助等支援・助成制度の
アピール

男性管理者のみ
（n＝392）

80

40.7

8.4

短時間勤務、柔軟な休暇取得可能など
「働きやすさ」のアピール

図９

60

80

どちらでもない

43.4

新聞の折り込みチラシ、
フリーペーパー

図８

定着傾向にない

定着しない傾向の回答者（n=83）

ハローワーク

採用の工夫

60

63.8

社員や知人、取引先等による紹介

図４

40

◎採用方法と工夫
者と比較して顕著に高く
︒
定着事業者で
なっている（図３）
採用の工夫については︑
活発な採用活動
定 着 傾 向 に ある 回 答 者
は︑採用段階で様々な工
夫を行っている割合が高 になし﹂とする回答の割
く︑特に女性の活躍や働 合が︑顕著に高くなって
︒
きやすさをアピールして いる（図４）
応募者を惹きつけている
◎雇用上の問題
傾向がみられる︒
一方で︑定着傾向にな 非定着で﹁問題感じる﹂
い回答者は︑採用段階で
雇用上の問題について
工夫していることは﹁特

定着する傾向の回答者（n=199）

20

56.3

採用の方法について︑
定 着 傾 向 に ある 回 答 者
は︑そうでない回答者と
比較して︑比較的活発に
採用活動を行っている傾
向にある︒ 特に︑﹁社 員
や知人︑取引先等による
紹介﹂とする回答の比率
が︑定着傾向にない回答

採用の方法

24.1

34.7

0

女性ドライバーは定着しない傾向にある

図３

72.3

5

4

定着しない傾向の回答者（n=83）
43.2

急な欠勤の際の代替要員確保
技能や体力不足等作業の限定化
26.6

勤務体系の考慮

38.6
27.1
33.7
26.1

職場環境（トイレ、更衣室等）の整備
8.4
その他 0.5
3.6
0

業務内容

20

定着する傾向の回答者（n=199）

業務分担、軽負担化等業務内容の見直し・改善
5.5
4.8

柔軟な休暇取得に関する対応
女性専用トイレ等職場環境の整備

29.1
21.7
24.1

8.4
1.5
4.8

子供の保育施設の整備

風土

職場全体での女性活躍に係る理解の促進
経営トップの女性活躍に関するメッセージの発信

管理

7.2

男女差別ない人事評価、賃金制度
セクハラ対策等管理者によるマネジメントの工夫

支援

36.7

14.5
20.6

71.4

27.7
15.1
9.6
8.0
7.2
21.6
7.2
1.5
1.2
12.1

教育・研修制度の充実
レクリエーションの実施等、人間関係づくり
子供の保育費用の助成
何もしていない

0

雇用のメリット

企業体制

20

定着する傾向の回答者（n=199）

40

60

80（％）

定着しない傾向の回答者（n=83）

コミュニケーション円滑化による
社内雰囲気の改善

56.8

25.3

人手不足の解消

企業業績

全ト協
青年部会

53.0

その他 1.0
1.2

図７

80（％）

41.2

19.3

育児休業、短時間勤務等働きやすい勤務体系

社内設備

60

25.1
16.9
22.1
15.7
17.6
15.7

女性でも操作できる車両や機械の導入

勤務体系

40

定着しない傾向の回答者（n=83）

宿泊を伴う長距離運行をさせない

男性ドライバーとツーマン運行させない

36.1

21.6

問題は感じられない

定着への取組

39.8

28.6

男女関係や派閥等人間関係
セクハラ対策

図６

65.1

10.6
14.5

荷主への対応

職場環境

60.2

36.7

第2091号

女性雇用促進に関する実態調査報告書

20

39.0

3.6

全日本トラック協会青年部会は ﹃広報とらっく﹄ では︑ 前号に
このほど︑﹁トラック運送業界に 続 き︑ 後 編 と し て同 分 析 を 踏 ま
お け る 女 性 雇 用 促 進に関 す る 実 えて取りまとめた﹁女性ドライバ
態調査報告書（概要版）
﹂をまと ーを巡る課題と今後の方向性﹂な
め 公 表 し た︒ 調 査 は ① 女 性 ド ラ どについて紹介する︒特に︑女性
イバーの雇用︑②女性ドライバー ドライバーが定着傾向にある事業
の採用︑③女性ドライバーの業務︑ 者と定着傾向にない事業者での対
④女性ドライバーの定着︑⑤経営 策や︑感じ方の違いなどが明らか
者 と し て望 む こ と ︱︱ な ど を 分 となっている︒
析した︒

0

18.0

現在女性ドライバーを
雇用している
（n=249）
過去に雇用していたが 8.9
現在は雇用していない
（n=213）

女 性ドライバーの定 着

43.1

雇用状況別定着傾向

定着傾向別にクロス集計

全体
（n＝462）

図２

他方︑過去に雇用して
いた 回 答 者では︑﹁女 性
ドライバーは定着傾向に
◎定着状況
割以上が﹁女性ドライバ ある﹂とする回答は１割
︒
約４割で定着 ーは定着傾向にある﹂と 未満と低かった（図２）
回答している︒

女性ドライバーの定着

回答事業者の約４割が︑
﹁女性ドライバーは定着
傾向にある﹂と回答して
いるが︑﹁どちらともいえ
ない﹂とする回答も同等
︒
程度あった（図１）
また︑雇用状態別に定
着状況を調査すると︑現
在女性ドライバーを雇用
している回答者では︑７

図１

（第3種郵便物認可）

トラック運送業界における

（5）

企業イメージの改善

46.7

24.1

取引先からの高評価

概要版
《後編》

45.2

26.5

45.7

25.3
7.0
1.2

業務の効率化等による長時間労働等の是正

2.0
1.2

人件費の削減

10.1

特にメリットは感じられない

41.0

その他 1.0
4.8
0

20

40

60

80（％）

6女性ドライバーを巡る課題と今後の方向性
雇用実態

区分

実態・問題・課題等
・回答事業者の約 4 割は女性ドライバーを雇用しているが、約 6 割は雇用に至っていない。
・女性ドライバー数は増加傾向にあり、正社員化も進んでいる。
・40 代が全体の 5 割以上を占めている一方で、20 代～ 30 代の若手ドライバーは少ない。

採用実態

・採用方法は、知人等からの紹介、ハローワーク、折り込みチラシ・フリーペーパーが主流で、インターネ
ットの利用は少ない。
・女性の活躍や働きやすさをアピールしながら採用活動を行っている事業者もいるが、多数の事業者は特
別な工夫は行っていない。
・人材募集は行っているが、女性からの応募は少ない状況である。
・女性を雇用することのメリットを感じている。

定着実態

定着傾向にある
事業者

・評価制度や賃金体系は、性別に関係なく適用している。
・女性管理者の数は少ないが、女性管理者の存在と定着に肯定的な関連性がある。
・勤務体系や業務見直しに課題を感じている。
・助成金制度を活用している事業者は少ない。
・業務改善や社内体制の整備に関する取り組みが不十分である。

定着傾向にない
事業者

・女性ドライバーに対する理解がやや不十分な傾向にある。
・女性を雇用すること自体に不安を感じている。
・男性管理者のみという事業者が多い。
・助成金制度を活用している事業者は少ない。

今後の方向性
【事業者】
・若年者の人材確保が困難な状況の中、事業者は潜在的労働力である女性の雇用に積極的に取り組む必要
がある。
・女性ドライバーを積極的に活用し、かつ定着している事業者の成功例を参考にして、自社における女性
ドライバー採用の必要性について検討する。
【事業者】
・社内のインフラ整備や業務改善を行い、募集段階において、女性採用や女性活躍についての自社の積極
的な姿勢を示すことができるようにする。
・ハローワークやインターネット等複数の媒体での採用活動を行い、かつ女性で未経験者でも積極的に受
け入れる姿勢をアピールする。
【事業者】
・柔軟な勤務体系（短時間勤務、ワークシェア、休暇取得等）の導入を検討する。
・定着促進に向けた男女の区別ない評価制度、安定した賃金体系の構築を進める。
・女性専用施設（トイレ、更衣室、休憩室）の整備、省力化装置の導入を進め、女性ドライバーの定着促
進を図る。
・女性ドライバーの受け入れに関する理解促進について、社内への周知や教育研修（女性のマネジメント
やセクハラ対策等）を実施する。
・女性管理者の積極的な登用により、女性ドライバーが活躍し、定着しやすい社内環境を作る。
・積み込み・取卸し作業や発着時間の見直しに関し、荷主や取引先と協働的な取り組みを図り、女性ドラ
イバーが働きやすい環境を構築する。
【トラック協会等】
・女性ドライバーの活躍について、一般社会に向けてアピールする。
・女性ドライバーの雇用・定着に関する各種セミナー（セクハラ対策、労務管理、ドライバー教育や管理
者育成、働き方改革等）の開催。
・女性が定着している事業者の優良事例の周知。
・女性活躍に係る国の助成金等活用の周知。

そこで本特集では︑昨年に引き続いて４回にわた
り︑事業承継に踏み切った中小運送事業者における
事例を紹介︒実際に行われた事業承継に関する取り
組みや︑事業承継前後における問題点への対応など
について取り上げていく︒
今回は︑平成 年に︑父親である前社長から現社
長への事業承継を行った︑東松山運輸㈲（関口修代
表取締役）の取り組みについて紹介する︒

東松山運輸㈲ （埼玉県東松山市）

少子高齢化問題が深刻化の一途をたどる我が国
で︑近年後継者難に苦しんでいる中小企業が増加傾
向にある︒経営者の高齢化が広がりつつある中︑若
い経営者等への事業承継が円滑に進まなければ︑最
終的に廃業を選択せざるを得ない企業が続出し︑今
後全国で多くの雇用の場が失われることも懸念され
る︒中小企業においては︑事業承継問題は待ったな
しの状況にあるといえるだろう︒

第１回 親族内承継①

先代の意志を受け継ぎながら変化を加える

64

「顔の見えるコミュニケーション」で経営基盤を強化

10

19

34

受け継がれてきた会社の歴史を守りたい

30

年間の商社勤務を経て入社

10

取引先には修氏が自ら
なお︑④～⑥の取り組
小まめに訪問するように みに関しては︑パソコン
し︑顧客との信頼を深め やスマートフォンの普及に
ている︒コミュニケーショ より︑コミュニケーション
ンを深めていく中で︑新 の手段が大きく変容して
しい仕事の獲得にも繋が いる中で︑﹁直 接 取 引 先
っているという︒
を訪ねたり︑社員と向き
⑤﹁報連相（報告・連絡 合って直接会話すること
・相談）
﹂の強化
で︑メールの文章だけで
同社では︑今年のスロ は伝えきれないお互いの
ー ガンを﹁
﹃ 報 連 相 ﹄の 気持ちを通い合わせてい
強化﹂と定めている︒配 きたい﹂︱︱という︑修
送が終わった時には︑ド 氏の強い思いが込められ
ライバーに﹁終了コール﹂ ている︒
として事務所に電話を入 ﹁細かいサービスやアッ
れさせているほか︑社内 トホームな雰囲気を忘れ
ミーティングの中で﹁現 ずに︑ 顔の見 えるコミュ
場で何かあったら︑すぐ ニケーションを大切にす
連絡するように﹂と注意 る﹂という同社の姿勢が︑
を促している︒
これらの取り組みに反映
⑥ 毎週月曜日に朝礼を実施 されているといえよう︒
今年から︑修氏と妻︑
修氏が代表取締役に就
配車係︑事務員の４人で︑ 任 し て か ら２ 年 が 過 ぎ
毎週月曜日に朝礼を実施 た︒同社では様々な取り
している︒４人がローテ 組みを通じて︑着実に経
ーションでスピーチを行 営基盤強化が進められて
い︑
情報共有に繋げている︒ いる︒

『ハイブリットフレックス』

社内のことには口出ししない会長

後継者への信頼が会社を大きく伸ばす

テントなのに高品質で堅牢な営業倉庫
テントで倉庫！？

った︒そのため︑修氏は
大学卒業後に東京の商社
に就職している︒
商社に就職して 年ほ
どが過ぎたある日︑修氏
は父親と母親から﹁わが

26

中小運送事業者における
東松山運輸㈲は︑現社
長の祖父である関口末吉
氏によって昭和 年に設
立 さ れた 運 送 会 社であ
る︒平成２年には︑現社
長の父親である関口栄一
氏が２代目社長に就任し
ている︒
さて︑現社長である関
口修氏は︑祖父から父親
へと受け継がれてきてい
た同社の様子を目の当た
りにしながら育ってきた
が︑小さい頃は家業を継
ぐことは考えていなかっ
たという︒
また︑大学卒業を前に
就職活動を行うにあたっ
ても︑父親や専務取締役
を務める母親（関口鈴子
氏）から︑直接﹁家業を
継いでほしい﹂という話
を聞かされたことはなか
24

40

ていると思います︒先代
社長にその都度口を出さ
れると︑ 嫌になってしま
うこともあると思います
ので︑先代社長は後継者
のことを信頼し︑後継者
が困っている時や失敗し
そうな時にだけ︑アドバ
イスをしてあげるといい
のではないでしょうか﹂
（同）
家族経営のアットホー
ムな雰囲気の事業者にお
いては︑事業承継がスム
ーズに行われること︑そ
して事業承継後も先代と
後継者がそれぞれの立場
をわきまえて家業にかか
わっていくことで︑ 会 社
の温かい空気感が維持さ
れるのである︒
（取材協力）東松山運輸㈲
関口修代表取締役

東松山運輸有限会社
関口 修 代表取締役
埼玉県東松山市下唐子 1153-56
昭和 30 年７月
300 万円
24 人
23 台
会社名
代表者
所在地
設 立
資本金
従業員数
所有台数

関口修氏㊨は平成27年、先代社長の栄一
氏㊧から代表取締役を引き継いだ

ところで︑親子間での
承継において問題になる
ことが多いのが︑先代社
長と後継者の役割分担で
ある︒﹁船 頭 多 くして船
山に登る﹂ということわ
ざもあるように︑トップ
として指図する人が多す
ぎるとかえって会社とし
ての統率がとれなくなっ
てしまう︒
同社では︑修氏の社長
就任とともに︑先代社長
の栄一氏は会長に就任し
た︒ただ︑会長は普段は
会社に出社せず︑たまに
会社にやってきても敷地
の草むしりなどを行い︑
昼前には自宅に帰ってし
まうという︒
﹁先 代 社 長はできるだ
け︑後継者ヘは口を出さ
ないほうがいいと思いま
す︒志高く︑先代社長の
意志を受け継ごうと頑張
っている後継者は︑本当
に様々なことを熟慮され

会社概要

27

が抱えている悩みを社員
みんなで解決するための
いい機会にもなっている︒
同社では︑事業承継を
行う前から実質的に先代
社長からの業務委譲が進
んでいた︒そのため︑こ
司である部長が同社を訪 から３年後となる 年に 配置し︑修氏は社長とし の１年間で大変 だったこ
れ︑﹁う ちを辞 めるな﹂ ようやく商社を円満退社 ての業務に専念できるよ とや苦労したことは特に
なかったという︒また︑
と慰留されたこともあっ して︑同社に入社した︒ うな体制にした︒
た︒それでも修氏の決意 その時︑修氏は 歳︑栄
また︑社員と直接会話 社員には事業承継の直前
は固く︑辞意を表明して 一氏は 歳であった︒
することで議論を深め︑ に社長交代を告げたが︑
﹁会社をより良い方向に それ以前から修氏が経営
もっていきたい﹂という思 の中心として業務を行っ
事業承継は遅かれ早かれやってくる
い
から︑ドライバーが運 てきたこともあって︑ 反
行を終えて戻ってきたら︑ 対もなくすんなり社長交
早めの業務委譲で承継がスムーズに
事務所の円卓に座っても 代が受け入れられた︒
年７月１日︑修氏は
き合いのある運送会社の らい︑全員にお茶を出し
歳で３代目の代表取締
社長や荷主の責任者など て毎日話をするようにし
も修氏と同年代の人に代 た︒これは︑ドライバー 役に就任した︒
替わりしていた時期だっ
た︒これらの人から︑
﹁事
ホームページや 「５か年計画」の作成を通じ
業承継は遅かれ早かれ行
自社の価値や進むべき道を明確化
うものだから︑できれば
早く事業承継を済ませ︑
親を楽にしてあげたほう
これから事業承継を行 させている︒
ホームページの作成に
がいい﹂とアドバイスを う事業者へのアドバイスに
受けていたことも︑修氏 ついて︑修氏に聞いた︒ より︑これまでぼんやり
の背中を押した︒
﹁事業承継を行うにあ していた会社の価値や進
先代社長からの事業承 たっては︑ 先 代の社 長の むべき道が明確化された
継の準備期間として１年 意志を受け継ぎつつも自 ことで︑修氏自身の経営
間を充て︑修氏は経営基 分なりのビジョンをもち︑ 者としての意識も高まっ
盤強化に向けた取り組み 小さなことでもいいので︑ たという︒
を加速していった︒
新たな変化を加えていっ ②﹁５か年計画﹂の作成
最初に手がけたのが︑ たほうが良いと思います︒ 将来にわたる自社の経
経営体制の整備であった︒ お 客 様 や 取 引 先の皆 様 営 継 続・ 拡 大 を 図 る た
それまで社内で事務作業 も︑そこを期待している め︑将来の顧客数や車両
等にあたっていたのは︑ のではないでしょうか﹂ 数の目標︑業務拡大のた
めの車庫用地の購入計画
父親と母親︑修氏︑そし （同）
て事務社員１人であった
同社においても︑次の などを﹁５か年計画﹂と
が︑新たにドライバー１ ような施策に乗り出し︑ してまとめた︒計画の作
人を配車係に登用し︑社 歴史ある会社に新たな変 成・実施にあたっては税
理士との連携を密にし︑
内での業務にあたらせた︒ 化を加えていった︒
修氏が入社する前は︑父 ①自社ホームページの作成 実効性のある計画にする
同社では以前から社是 ようにしている︒
親がドライバーとしてト
ラックに乗務し︑母親が や経営理念などが存在し ③労務士との顧問契約締
結、就業規則等の見直
主に社内業務や社外対応 たが︑社員の中であまり
し
を行っていた︒修氏が入 意識されていない部分が
労務管理の見直しを図
社してからは︑配車から あった︒そのため︑ホー
荷物の積み込み︑そして ムページにこれらをアップ るため︑労務士と顧問契
運転︑さらには社外対応 することで︑会社の社是 約を締結し︑就業規則を
などを修氏が一手に引き や経営理念を明らかにし 現在の働き方に合うよう
受けていた︒しかし︑そ た︒また︑これまでの自 な形に見直した︒また︑
れでは修氏の負担が大き 社の歴 史も掲 載し︑﹁歴 時間外労働時間などの明
くなってしまう︒また︑ 史のある自社を守ってい 確化を図るため︑給与明
予期せぬ急な対応が求め く﹂という意識を高揚︒ 細書の変更などを行って
られた場合に︑対応でき さらに︑若いドライバー いる︒
なくなる可能性も高い︒ の確保を図るため︑人材 ④取引先とのコミュニケー
ション深化
そこで︑配車係を新たに 募集に関するＰＲも充実
同社では建築資材を中心に、収納家具など
の輸送を手がける
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42

関口 修
代表取締役

社を継いでくれないか﹂
修氏は入社後︑営業主
と相談された︒当時父親 任として近隣顧客への営
は還暦を迎えており︑体 業活動を行った︒また︑
力的にも精神的にもこの ドライバーとして４㌧車
先いつまで経営の最前線 に乗務した︒５年ほどの
にいられるかは分からな ドライバーとしての経験
い︒﹁祖父から父親へと受 の中で︑修氏は荷物の効
け継がれてきた会社の歴 率的な積み込みなどとい
史を︑ここで途切れさせ った︑運送会社の従業員
てはいけないと感じまし としての基本を学んでい
た︒私は長男であり︑家 った︒
業を継ぐのはある意味責
年に専務取締役に就
務ではないかと考え︑両 任した頃から︑将来の事
親からの話を受けて会社 業承継を見据えた動きが
を継ぐ覚悟を決めました﹂ 始まっていく︒まず︑ 顧
（関口修社長）と︑入社 客との会合やトラック協
を決断︒勤めていた商社 会の会議などへの出席を
に辞表を提出した︒
先代社長から引き継ぐと
ただ︑新卒で入社し︑ ともに︑税理士法人が運
年 勤 務 して き た 商 社 営する若手育成塾に参加
は︑簡単に修氏を退職さ し︑経営手法を学ぶ一方
せてはくれなかった︒ 退 で︑他社の後継者候補た
職を告げた翌年には︑上 ちと交流を深めていった︒
また︑Ｇマークの取得に
も取り組んだほか︑社員
の意識改革を図るために
月１回のミーティングを
行い︑輸送サービスの高
品質化に尽力していった︒
さらに︑この頃には修氏
の妻も会社に入り︑これ
まで母親が行っていた経
理業務を引き継いだ︒
将来の経営者として実
績を積む中︑ 年に先代
社長から﹁事業承継をし
ないか﹂と話があった︒
その頃には︑修氏が実質
的に業務全般を行ってい
たこともあり︑二つ返事
で承諾した︒当時︑修氏
は 歳を過ぎており︑付
運行を終えたドライバーに対しお茶を出して毎日話をするようにしている
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（％） ［親族内外承継の割合］
（％）
［後継者の選定状況］

社外の人材
8.1
親族外
33.4

親族以外の
従業員
33.9

親族内
66.6

（n=4,036）

（n=2,357）

（n=787）

図２ 後継者選定状況・親族外承継の現状（小規模法人）
（％） ［親族内外承継の割合］
（％）
［後継者の選定状況］
後継者候補
もいない、
未定
29.8

親族内
90.3

（n=1,214）

50

（n=118）

歳の経営者でも ・８
％がいずれ﹁誰かに経営
を引き継ぎたい﹂と考え
ており︑年代が上がるに
つれてその割合も高くな
っていくことが分かる︒

（n=1,760）

親族以外の
従業員
64.6

資料：中小企業庁委託「企業経営の継続に関するアンケート調査」（2016 年 11月、㈱東京商工リサーチ）
（注）1.「自分の代で廃業するつもりだ」と回答した者を除いて集計している。
2. 後継者または後継者候補について、「その他」と回答した者を除いて集計している。
3. ここでいう親族内とは、後継者または後継者候補について「配偶者」、「子供」、「子供の配偶者」、
「孫」、「兄弟姉妹」、「その他親族」と回答した者をいう。

59

図３ 経営者の年代別にみた事業承継の意向
誰かに引き継ぎたいと考えている（事業の譲渡や売却も含む）
経営の引継ぎについては未定である
誰かに引き継ぐことは考えていない（自分の代で廃業するつもりだ）

虫に詳しい人（右）と詳しくない人（左）
［中規模法人］

マル

〜大地震発生時の措置等〜
【解 答】４面に問題

57.8

60〜69 歳
（n=1,966）

72.4

70 歳以上
（n=731）
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0

20

40

2.1
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（n=854）
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（n=314）
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40

8.2

25.1
17.5

75.2
0
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8.5

48.2

60

7.3
100（％）
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資料：中小企業庁委託「企業経営の継続に関するアンケート調査」（2016 年 11月、㈱東京商工リサーチ）
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1.5

支援施策・支援機関が
分からなかった

引継ぎ前の
相談相手がいない

引継ぎ後の
相談相手がいない

資産や株式等の
買取りのための資金負担

親族間の相続問題
の整理

経営全般

分散した株式の
集約

0.4

相続税・贈与税
の負担

社長がなかなか
決まらなかった

金融機関への
個人保証の免除

金融機関からの
借入が難しくなった

技術・ノウハウ
の引継ぎ

取引先との
関係維持

役員・従業員からの
支持や理解

引継ぎまでの
準備期間が不足

文

社内に右腕となる
人材が不在

0

9.7
6.7

相談相手・支援施策

資産

化

資料：中小企業庁委託「企業経営の継続に関するアンケート調査」（2016 年 11月、㈱東京商工リサーチ）
（注）：1. 複数回答のため、合計は必ずしも 100％にはならない。
2. 2 代目以降の経営者と回答した者を集計している。
3. ここでいう親族内承継とは、先代経営者との関係について「配偶者」、
「子供」、
「子供の配偶者」、
「孫」、
「兄弟姉妹」、「その他親族」と回答した者をいう。また、ここでいう親族外承継とは、先代経営者との
関係について「親族以外の役員」、「親族以外の従業員」と回答した者をいう。先代経営者との関係
について「その他」と回答した者を除外して集計している。
4.「その他」、｢特にない」の項目は表示していない。

図６ 事業を引き継いだ際に問題となったこと（小規模法人）
（％）
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小規模法人（n=1,168）
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支援施策・支援機関が
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親族間の相続問題
の整理

相続税・贈与税
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経営全般
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分散した株式の
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2.6

金融機関への
個人保証の免除
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金融機関からの
借入が難しくなった

社内に右腕となる
人材が不在

4

技術・ノウハウ
の引継ぎ

4

取引先との
関係維持

0

3.8

資産や株式等の
買取りのための資金負担

5

相談相手・支援施策

資料：中小企業庁委託「企業経営の継続に関するアンケート調査」（2016 年 11月、㈱東京商工リサーチ）
（注）：1. 複数回答のため、合計は必ずしも 100％にはならない。
2.「その他」、「特にない」は表示していない。
3. 2 代目以降の経営者について集計している。

小 規 模 法 人では︑﹁引
継ぎまでの準備期間が不
足﹂︑﹁取引先との関係維
持﹂︑﹁技術・ノウハウの
引継ぎ﹂が上位になって
いるほか︑
﹁社内に右腕と
なる人材が不在﹂と回答
する割合も高い︒

20

引継ぎまでの
準備期間が不足

4

きつけて焼くので︑まる
でフランスパンのバゲット
を回転させているような
迫力だ︒
車麸は水で戻してから
煮ると︑煮汁をよく含む︒
弾力が強いのにしなやか︑
生地がしっかりしている
のになめらかだから︑噛
み心地もごちそうである︒
（むかさ・ちえこ）

25

引き継いでいる事業者が
多い一方︑﹁先代経営者の
死去﹂や﹁先代経営者の
体調悪化﹂をきっかけに︑
事業を引き継いだ事業者
も一定割合みられる︒

図５ 事業を引き継いだ際に問題となったこと（中規模法人）
（％）
30

が高くなっていることが
③事業を引き継いだきっかけ
分かる︒また︑資産面に
﹁先代経営者の引退﹂が承継の契機に
関してみると︑親族内承
継では﹁相続税・贈与税
の負担﹂と回答する割合
が高い一方︑親族外承継
では﹁資産や株式等の買
取りのための資金負担﹂
と回答する割合が高い︒

20

28.0

図４は︑組織形態別に
事業を引き継いだきっか
けをみたものである︒中
規模法人や小規模法人で
は︑
﹁先代経営者の引退﹂
をきっかけとして事業を

0

38.8

資料：中小企業庁委託「企業経営の継続に関するアンケート調査」（2016 年 11月、㈱東京商工リサーチ）
（注）
：1.「中規模法人」は中規模法人向け調査を集計、
「小規模法人」は小規模事業者向け調査を集計している。
2. 2 代目以降の経営者と回答した者を集計している。

べにばな

ゆうぜんぞめ

ふ

実は︑もちもちにある︒
麸の原料は︑
小麦粉の﹁グ
ルテン﹂というたんぱく
質︒桶に小麦粉と水を入
れ︑ 練っては洗いを繰り
返し︑でんぷん質を洗い
流すと生成り色をしたグ
ルテンだけが残る︒その
ままでは弾力が強すぎる
から︑もち粉を混ぜて軟
らかく練り上げるのだ︒

山形県はかつての最上 のうちでも特に六田麸街
六田の奥山製麸所の変
川舟運のおかげで︑雰囲 道と呼ばれる︒ただし︑ わり麸は︑粟︑よもぎ︑
気が華やかだ︒たとえば 今は国道 号がバイパス ごま︑かぼちゃ︑紅花で︑
米は酒田港に集められて になっている︒
それぞれの風味に加えて
京都や金沢の麸は高級 生麸のうま味︑きめ細か
北 前 船 で 大 阪 まで 運 ば
れ︑紅花は舞妓の口紅原 食品のイメージだが︑東 くなめらかな舌あたりが
料や︑友禅染などの染料 根の場合は日常食材だ︒ 見事に調和していた︒
として京都に向かった︒ 小麦のたんぱく質がとれ
でも︑生麸は長持ちし
船がトラック便の役を果 る大事な保存食なのだ︒ ない︒それで︑焼き麸が
たしていたわけである︒
日本人はもちもち感が 工夫された︒特に車麸は
帰り船の積み荷は一口 大好きで︑麸の人気も︑ 長さ２㍍もある鉄棒に巻

ろ く た

うしゅう

「滋味のふるさと①」
もちもち、六田麸

ひがしね

にいうと上方文化だが︑
食文化も導入された︒と
り わ け 喜 ば れ た のは 麸
で︑東根市の六田地区で
は︑今も麸の専門店４軒
が元気に製造している︒
このあたりは︑小麦が
よくとれ︑湧水が豊富だ
ったため︑江戸時代後期
から麸づくりが盛んにな
った︒それで︑羽州街道
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25.4

6.1

17.0

［まとめ］ 次世代への事業承継には、
﹁計画的な準備﹂が何よりも大切

小規模法人
（n=1,172）

60.0

④事業を引き継いだ際に問題となったこと
事業承継のネックとなる﹁準備不足﹂

16.9

事業を引き継いだ際に 継には時間がかかること
問題となったこととして︑ を認識し︑実際に後継者
﹁準備期間不足﹂や﹁社 に経営を引継ぐ前から︑
内に右腕となる人材がい 計画的に引き継ぎに向け
ない﹂ことを挙げる中小 た社内体制の整備や人材
育成を進めることが︑円
企業が多い︒
これらのことから︑経 滑な事業承継の実現に繋
営を譲る側の経営者が承 がるといえる︒

先代経営者の引退（先代は経営者引退と合わせて社業も引退した）
先代経営者の引退（先代は経営者引退後も会長や相談役等で社内に残った）
先代経営者の死去
先代経営者の体調悪化

なったことを︑親族内外
承継の別にみている︒経
営 全 般に関しては︑﹁社
内に右腕となる人材が不
在﹂︑﹁引継ぎまでの準備
期間が不足﹂が上位にな
っており︑親族内承継に
比べて親族外承継で割合

図４ 組織形態別にみた事業を引き継いだきっかけ

中規模法人
（n=2,846）

113

75

100（％）

［小規模法人］
50〜59 歳
（n=660）

57

図５は中規模法人につ
いて︑また図６は個人事
業者を除く小規模法人に
ついて︑事業を引き継い
だ際に問題となったこと
をまとめている︒
中規模法人では︑事業
を引き継いだ際に問題と

❶ ○（教則第10章第3節 2 緊急地震速報 生し、車を置いて避難するときは、できる
が発表されたとき）車を運転中に緊急地 だけ道路外の場所に移動しておくこと。
震速報が発表されたことを知ったときは、 ❹ ×（教則第10章第3節 3 大地震が発生
運転者は、周囲の状況に応じて、あわてる したとき⑴エ）車を運転中に大地震が発
ことなく、非常点滅表示灯をつけるなどし 生し、やむを得ず道路上に車を置いて避
て周囲の車に注意を促した後、急ブレー 難するときは、道路の左側に寄せて駐車
キを避け、緩やかに速度を落とす。
し、エンジンを止め、エンジンキーは付け
❷ ×（教則第10章第3節 3 大地震が発生 たままとするか運転席などの車内の分か
したとき⑴ア）車を運転中に大地震が発 りやすい場所に置いておくこととし、窓を
生したときは、急ハンドル、急ブレーキを 閉め、ドアはロックしないこと。
避けるなど、できるだけ安全な方法により ❺ ○（教則第10章第3節 3 大地震が発生
道路の左側に停止させること。
したとき⑵ア）津波から避難するためやむ
❸ ○（教則第10章第3節 3 大地震が発生 を得ない場合を除き、避難のために車を
したとき⑴エ）車を運転中に大地震が発 使用しないこと。

40.2

20

材﹂は８・１％に留まっ
ており︑社内の人材が大
半を占めている︒
一方︑小規模法人をみ
ると︑後継者が決まって
いる割合は約半数で︑後
継候補者がいる者も合わ
せると約７割と︑中規模
法人とほぼ同じ割合とな
っている︒しかし︑後継者
・後継者候補との関係を
親族内・親族外で分ける
と︑親族外を後継者・後
継者候補とする割合は９
・７％と︑中規模法人に
比べると極端に低くなっ
ている︒これにより小規
模法人においては︑親族
外承継はまだ有力な選択
肢となっていないことが
分かる︒

クイズ

50〜59 歳
（n=1,376）

一方︑小規模法人では︑
中 規 模 法 人 に 比 べる と
﹁誰かに引き継ぎたいと
考えている﹂ 割合は低い
ものの︑ 歳以上になる
と ・２ ％ の経 営 者 が
﹁経営を誰かに引き継ぎ
たい﹂と考えている︒

法令

バツ

33

33

まとめた２０１７年版﹁中小
企業白書﹂をもとに︑近年の
事業承継のトレンドについて
３回シリーズで紹介していく︒
なお︑中企庁では︑運輸業
について﹁中小企業者﹂を﹁資
本金３億円以下もしくは従業
員数３００人以下の企業﹂と
位置付けており︑その中でも
﹁小規模企業者﹂については
﹁従業員 人以下の企業﹂と
位置付けている︒

後継者候補
あり
22.4

社外の人材 親族以外の
12.3
役員
23.1

親族外
9.7
後継者が
決まっている
47.8

［親族外承継の内訳］（％）

②経営者の年代別にみた事業承継の意向
年を重ねるに連れて承継への希望高まる

図３は︑中規模法人と
個人事業者を除く小規模
法人について︑経営者の
年代別にみた事業承継の
意向をまとめている︒
中規模法人では︑ ～

資料：中小企業庁委託「企業経営の継続に関するアンケート調査」（2016 年 11月、㈱東京商工リサーチ）
（注）1.「自分の代で廃業するつもりだ」と回答した者を除いて集計している。
2. 後継者または後継者候補について、「その他」と回答した者を除いて集計している。
3. ここでいう親族内とは、後継者または後継者候補について「配偶者」、「子供」、「子供の配偶者」、
「孫」、「兄弟姉妹」、「その他親族」と回答した者をいう。

事業承継特集Ⅱ
「中小企業白書」にみる事業承継のトレンド

後継者候補
あり
27.5

親族以外の
役員
57.9

中小運送事業者における

中企庁

後継者が
決まっている
41.6

第2091号

中 小 企 業・ 小 規 模 企 業 の
中には︑経営者の親族や役員
・従業員に事業承継していこ
うとする経営者もいれば︑第
三者に事業を譲渡・売却・統
合（Ｍ＆Ａ）することで次世
代に引き継ぐ経営者もいる︒
また︑経営者の高齢化や後継
者難を背景に︑やむを得ず廃
業 を 選 択 す る 中 小 企 業・ 小
規模企業も存在する︒
こ こ では︑ 中 小 企 業 庁 が

後継者候補
もいない、
未定
30.9

［親族外承継の内訳］（％）

事 業 承 継に関 する準 備 状 況 および課 題 ①

図１ 後継者選定状況・親族外承継の現状（中規模法人）

［第４回］

る割合は ・４％となっ
①後継者選定状況・親族外承継の現状
ており︑その内訳をみると
小規模法人では親族内承継が中心に
﹁親族以外の役員﹂が
との関係を親族内・親族 ・９％︑﹁親 族 以 外の従
外に分けると︑親族外を 業員﹂が ・９％となっ
後継者・後継者候補とす ている︒一方︑﹁社外の人

図１は︑中規模法人に
ついて︑また図２は個人
事業者を除く小規模法人
について︑後継者の選定
状況・親族内外承継の割
合︑親族外承継の場合の
内訳をまとめている︒
中規模法人では︑後継
者が決まっている割合は
４割超であり︑後継者候
補者がいる者も合わせる
と約７割を占める︒こう
した後継者・後継者候補

ほんのヒトコマ

（第3種郵便物認可）

グリーン経営認証で環境にやさしい取組を！
グリーン経営認証制度とは：
グリーン経営は、国土交通省の「環境行動計画」の政策となっている環境マネジメントシステムです。その認証制度は、グリーン経営推進マニュアルに
基づき環境問題に取組む事業者（トラック、バス、タクシー、倉庫、港湾運送、旅客船、内航海運）を、当財団が第三者認証機関として認証登録するものです。

認証取得後 8 トン以上のトラックで 3.4％の燃費向上、車両故障件数 16.5％減少。
交通事故発生件数 24.2％減少など（グリーン経営認証取得による効果・平成 27 年版より）
環境改善にとどまらない効果。

グリーン経営講習会開催のご案内
対象業種

日 時

場 所

主催

お申込先

13時30分〜16時30分

福井商工会議所ビル ２階 会議室Ｄ
福井県福井市西木田2-8-1

中部運輸局

9月27日
（水）

13時30分〜16時30分

OKBふれあい会館 ４階 403小会議室
岐阜県岐阜市薮田南5-14-53

中部運輸局

グリーン経営ホームページ
https://www.green-m.jp/

9月29日
（金）

13時30分〜16時30分

滋賀県トラック総合会館 3F会議室
滋賀県守山市木浜町2298番地の4

近畿運輸局

トラック
バス、
タクシー

10月 5日
（木）

13時30分〜16時30分

TKP大宮ビジネスセンター
５階 カンファレンスルーム５
埼玉県さいたま市大宮区仲町2-26
富士ソフトビル

エコモ財団
グリーン経営講習会係
☎03-3221-7636

関東運輸局

トラック

10月19日
（木）

14時00分〜17時00分

くまもと県民交流館 パレア 9階 会議室４
熊本県熊本市中央区手取本町8番9号
テトリアくまもとビル

九州運輸局

九州運輸局 交通政策部
環境・物流課
☎092-472-3153

トラック

10月24日
（火）

13時30分〜16時00分

富山県トラック協会 ３階研修室
富山県富山市婦中町島本郷1番地5

北陸信越運輸局

北陸信越運輸局
交通政策部 環境・物流課
☎025-285-9152

トラック
バス、
タクシー

9月 6日
（水）

トラック
バス、
タクシー
トラック

講習会は、
エコモ財団の担当者がグリーン経営について説明します。 既に認証登録をされている事業者の皆様の参加も可能です。

「出前説明会」受付中！

荷主企業や元請物流事業者が、協力会社向けに開催する社内講習会等
に当財団の担当者が出向き、グリーン経営について説明する取組です。

「認証基準」、
「取組事例」、
「出前説明会」など 詳細は グリーン経営

で 検

索

グリーン経営ホームページ https://www.green-m.jp/

〒102-0076 東京都千代田区五番町 10 番地五番町 KUビル 3 階
（略称：エコモ財団）
☎03-3221-7636 http://www.ecomo.or.jp

平成29年（2017年）9月1日

吉岡所長に
訊く！

（第3種郵便物認可）

close-up!

手順の細やかさと正確さが求められるキャリアカーへの積込作業！

打野さんの運転するキャリ
アカーは、上段に３台、下段
に３台が 積 載 できる６台 積
み。その作業手順をリポート
する。
キャビンから降りてグローブをはめ、輪止めをする。
ひとつずつの 動 作を、指 差
呼称しながら確認していく。
まずは収納されていた道板を
出して車両最後部に装着。
道板の先端には、車を載せ
る際の、車と道板の間隔を
確保するためのゴム板を置く。
油圧シリンダーのボタンを
操作して、最後輪のタイヤ 2
つを外側に出し、車を積み込
みやすいようにする。上段の
フロアを傾け、上段から道板
の下までがきれいなスロープ
になるようにする（写真Ａ）。

こんで、まっすぐ積み込むこ
とができるか、車の幅がキャ
リアカーの積込スペースにき
れいにおさまっているかどう
かを目視で確認する（写真
Ｃ）。

確認後、車の向きを考慮
して前進ないしバックで乗り
上げ（写真Ｄ）、最後は微調
整を加えながら車を載せ、停
める。この日は、クラスの異
なる 4 車種を積載する運行
であったため、1 台ごとに車幅を確認。次の車を載せる
ため、フロアにカーストッパーをセットする（写真Ｅ）。
上段に 3 台の車を乗せ終
わると、各車両の前 2 か所
・後ろ 2 か所をワイヤーで固
定。ワイヤーをフックにかけ、
ジャッキで締め上げて固定し
ていく（写真Ｆ）。お客様に
ひとつも傷のない新車を届け
ドライバーは、その日積載
るために、細心の注意を払
する 6 台の車種を考慮して
いながら固縛する。
上下段への積載順を考え、
商品車を広大なヤードへ探し
上段を積み終えたら、上段
にいく。 目的の車両の前に
フロアの落下を防止するため
着いたら、車両のフロントガ のピンを下段の柱に差し込んで固定（写真Ｇ）。上段と
ラス内部に貼られた車体番号を照合。それが終わったら 同様に、フロアを操作しながら積込作業を行う。下段の
車に乗り込み、キャリアカー
3 台も積み終え、全ての 車
の停車場所まで運転して運
両を固縛し終えたら、ボタン
んでいく。タイヤが道板の中
を押して最後輪のタイヤを収
央に来るようにバックでぴた
納（ 写 真Ｈ・Ｉ）したあと、
りと車をつけてから（ 写 真
道板を取り外して格納（写真
Ｂ）、降車。 車の前にまわり
Ｊ）。

▼今年も猛
こちら広報室
暑に見 舞 わ
れた 日 本 列
島︒その中︑
帰 省 客でご
った返す東京駅︒８月のお盆休みの時
期は︑構内を移動するだけで体力を消
耗します︒人の流れは脈略がなく︑予
想だに出来ません︒▼足下が見えない
中で︑ キャリーバッグが縦横無尽に動
く様に︑恐怖すら感じます︒気持ちが
故郷に一直線のため︑ その勢いは誰に
も 止 められません︒ ▼ 中でも 外 国 人
は︑ 大きなリュックを背 負い︑ そして
特大のスーツケースを押しています︒
きっと寸暇を惜しみ日本各地を訪れる
のでしょう︒ まさに人民大移動です︒
﹁東洋の神秘﹂と呼ばれる日本に︑か
つて見たこともない多国籍の外国人が
多数来日しています︒▼最近では︑そ
の外国人のお目当てのひとつが
﹁農泊﹂
です︒大都会から離れて︑原風景の残
る山村に泊まり︑農業を実体験すると
いうものです︒宿泊先の古民家に到着
後︑日本独自の浴衣に着替え︑木製の
風呂に入り︑廊下に座り夕涼み︒川魚
や山菜など地物を使った夕食に舌鼓を
うち︑畳に敷かれた蒲団での睡眠は︑
快適で評判だそうです︒▼翌日早朝︑
田植えの衣装に着替え水田に︑慣れな
い作 業も笑 顔いっぱいで︑ 何のその︒
一汗かいた後の昼食は︑ 畦道に敷いた
ゴザに座り︑おにぎりと漬物などを頬
張ります︒ここでも微笑みが絶えませ
ん︒いつの間にか外国人を取り巻くよ
うに多くの村民が集っていました︒ 異
国の地での人間と人間の触れ合いに感
動を覚えたに相違ありません︒▼村民
の平 均 年 齢 が 代 前 半で︑ 将 来 村 を
担う人手が減少の一途という︑いわゆ
る﹁限界集落﹂がいかに消滅せずに外
部の人 間 を あの手この手で呼 び 込 む
か︒私ならずとも興味津々です︒▼私
が埼 玉 県 熊 谷 市に移り住んだ 頃︑ 半
径３００㍍以内に牛舎が２つありまし
た︒いずれも小川の傍にあり 頭ほど
の乳牛がいました︒牛舎独特の匂いは

2017・9・1

70

121
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第１4回「キャリアカードライバー（トレーラによる商品車輸送）」打野 久美子さん（東奥陸送㈱・岩手県）

トラガールファイル

（8）

トラック運送業界で様々な仕
事に携わる女性をとりあげるこ
のコーナー。第 14 回目は、
「キ
ャリアカードライバー（トレーラ
による商品車輸送）」のお仕
事です。 東奥陸送㈱岩手営
業所（岩手県金ケ崎町）の
打野久美子さんが登場します。

「仕事の吸収力」に秀でた未経験者を積極的に採用

当営業所のドライバーは、約 3 分の 2 が未経験採用で入社しています。商品
車輸送において、例えば積込を行う場合、1 台につき約 210 項目もの作業手順が
あり、その手順は車種によって異なります。あらゆる車種に関する細かな取扱手順
を頭で理解し、身体で覚える必要があるキャリアカードライバーに必要なのは、「仕
事を覚える吸収力」であり、その力を備えた人材こそが未経験者であると私は考
えています。
また、当営業所には女性ドライバーが在籍していたことがなく、かねがね女性ドライバーを採
用したいと思っていたところに、「大型ドライバー経験はあるがトレーラへの乗務は未経験」とい
う打野からの応募がありました。当時居
東奥陸送 株式会社
住していた滝沢市からこちらへ転居して
吉岡九二弘
岩手営業所
岩手営業所長 兼
でもこの仕事がしたい、という彼女の強
［代表取締役社長
杉田 忠敬］
営業統括部長
い意志が採用の決め手です。運転技術
岩手営業所所在地 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根中ノ町 89-1
も高く、荷主先からもお褒めの言葉をいただいています。
資本金
2,000 万円
当営業所のある胆沢郡金ケ崎町には、独自の助成制度「トラガー 設立
昭和 43 年
ル育成補助金」（※別項参照）があり、打野はその第 1 号ドライバー 従業員数 24 人（ドライバー 22 人、うち女性１人）
になりました。彼女の明るくハキハキとした仕事ぶりが、会社全体を明 車両数
12 台（大型トラック１台、トレーラ 11 台）
るくしてくれています。

第2091号
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打野 久美子さん

トレーラ／キャリアカーに乗るため、転職・転居！
あらゆる種類の車を乗りこなす技術に周囲も太鼓判
・以前はガソリンスタンドで勤務。常連客だった大型ダンプに乗務する
女性ドライバーの姿に憧れ、24 歳で大型免許を取得。「トラックドラ
イバーになりたい」という思いが高じ、5 年前、ついにトラックドライ
バーに。中型トラックで中古車を運ぶ仕事をしている際に、車を運
ぶ仕事の楽しさに目覚めるとともに、「トレーラに乗りたい」という思
いが芽生え、働きながらけん引免許を取得。
・昨年 10 月、東奥陸送㈱岩手営業所の「トレーラで車を運ぶことの
できる、未経験者歓迎の求人」を見つけ応募。採用後、営業所
の近くへ転居し、翌月から勤務。雪深く大変な冬期の研修を無事
にクリアし、今年 1 月にひとり立ち。
・運転時に心がけているのは、ラジオを聞くこと。「事故や通行止め
の情報を得るにはラジオが一番」という、研修の指導を担当した「師
匠」の教えに従い、安全運行のための情報収集を実践している。
・仕事も趣味も「運転」。マイカーで岩手から伊勢神宮まで初詣に行
ったことも。「ドライブの際は好きな音楽をかけて、時にはひとりカラ
オケ状態で運転したりします（笑）」。

打野さんのある１日の仕事の流れ
5:50
出社。車両点
検（ 写 真 ① ）の
あと、点呼を行う。
アルコールチェッ
ク、血圧測定（写
真②）で健康状
態もしっかり確認。
6:10
会社を出発（写
真③）
。
6:20
荷 主 先の自動
車工場へ到着。
切り返しなしで見
事に駐 車（ 写 真
④）
。商品車 6 台
の積 込 作 業を開
始。

7:15
積込が完了次
第出発。
8:30
東 北 道・岩 手
山サービスエリア
（SA）で休憩。
このタイミングで朝
食をとることも。
9:00
納品先へ向け出発。

さておき︑ 乳牛のつぶらな眼に癒され
たものです︒▼丁度︑散歩の途中に牛
舎の前で足を止 めて見ていた ら︑﹁中
を見ていくかい﹂と言われました︒﹁そ
れでは﹂ ということで 拝 見 し ま し た
が︑中はかなり狭く︑空気の循環も悪
く厳しい状態でした︒一頭一頭が何か
を訴えているかのように私の眼を見て
いました︒それは﹁癒しの眼﹂ではな
く︑ 家畜に生まれた悔しさの眼だった
のかも知れません︒▼熊谷に移り住ん
で間もなく︑２つの牛 舎に迫る勢いで
住宅が建ちはじめ︑それと呼応するよ
うに牛舎は無くなりました︒あの牛達
は何処へ行ったのでしょう︒悲しい運命
であり切なさを感じます︒▼徐々に田
圃が埋め立てられ︑ そこに新築の一戸
建住宅が林立する中で︑空き家が増え
る一方です︒ 全 国には現 在 約８２０万
戸の空き家があると言われています︒
私も︑通勤途中に空き家の横を通りま
すが︑庭には雑草が生い茂り︑建物が
朽ち果てる一方の家からは︑ 得も言わ
れぬ乾いた空気を感じます︒深夜にそ
の空き家の横を通ると︑時に窓ガラス
が割れた２階の部屋から︑光る眼がこ
ちらを見ている気がします︒ 誰にも気
付かれずに孤独死した魂だけが闇の中
で彷徨っているのでしょうか︒それはゴ
ルフ場のフェアウェイの芝に深く抉られ
た ディボットのよ うです︒ 故 人の強い
思いがひしひしと幾重にも伝わる暗闇
の﹁土中の穴﹂ そのものです︒ ▼米国
映画﹁バック・トゥ・ザ・フューチャー﹂
で有 名なマイケル・ Ｊ・フォックスが
主演した１９９６（平成８）年製作の
﹁さまよう魂たち﹂に描かれている︑
交 通 事 故で幽 霊と交 信 出 来る能 力を
身に付けた主人公が︑現世で魂が滅び
ながら次世に行けない幽霊たちと共謀
して死神と闘う超常現象に︑我を忘れ
スクリーンを食い入るように見た記憶
があります︒▼夏のこの時期︑身近な
場所に魂たちが彷徨っている現実を否
定することは出来ません︒かく言う私
自 身︑ 成 仏せ ず 現 世を彷 徨 う 魂の叫
びを体験した一人です！
（山崎薫）

金ケ崎町独自の助成制度！
「トラガール育成補助金」とは？
町内の女性の定住人口と、女性の大型トラック
ドライバーの増加を図る目的で実施されている「金
ケ崎町トラガール育成補助金」は、町内の貨物
自動車運送事業者が、町外から女性トラックドラ
イバーを正社員として採用し、かつ同町へ転居す
る場合に交付される助成金で、平成 28 年度に
開始。 助成額は正社員１人につき 60 万円で、
打野さんは「金ケ崎町育成トラガール第１号」と
して認定されている。

（自動分類・保管）

トラック協会助成金対象機器

助成金詳細は、各県トラック協会 HP をご確認ください

①

②

③

担当業務：トレーラによる商品車輸送
勤続年数：10 か月
取得資格：大型自動車免許、けん引免許、
乙種第４類危険物取扱者

打野さんは日々、どのような「トラガールのお仕事。」に携わっ
ているのでしょうか。お仕事に 1 日密着させていただきました。

11:00
青森県平川市
にある納 品 先 へ
到 着、 荷 卸しを
行う（写真⑤）
。
1 台 1 台 丁 寧に
洗 車してから納
品する
（写真⑥）
。
11:50
荷 卸しが完了
次第納品先を出
発。

⑤

⑥

13:00
東北道・花輪
SA で 昼 食。 打
野さんがこの日食
べ たのは、ご 当
地メニューの「冷やし稲庭うどん」。東北道でイチオシの
SA グルメは、花輪 SA の「みそチーズたんぽ」（甘いみ
そとチーズを塗って焼いたきりたんぽ）とのこと。
15:00
帰社。洗車、帰庫点検、日報提出を済ませ、終業点
呼を行う。
15:30
退社。

④

打野さんはこんな人！
新人としてはかな
り速いペースで仕事
を覚えており、「でき
るドライバーだな」
と評価しています。
トレーラへの乗務
は未経験でしたが、
大型ドライバーの経
験があることもあっ
てか、 入 社 当 初か
高橋さん㊧と打野さん㊨
ら、 同 時 期に入っ
た新人たちのうちでもずば抜けて仕事ができるという印象で
した。覚えがよく、教わったことは確実にこなすことができま
すし、私たちベテランと大差ないぐらいの内容で作業を行い、
ほとんど同じぐらいの時間にちゃんと戻ってくることができま
す。どこへ行っても通用するレベルには達していると思いま
すので、入社 10 か月とはいえ、打野はもう立派な「一人
前のキャリアカードライバー」です。


（東奥陸送㈱岩手営業所 高橋充尚さん）

平成29年（2017年）9月1日

（第3種郵便物認可）

9月21日
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まで

秋 の全国交通安全運動
全日本トラック協会では、
「追突事故の防止」
「交差点事故の防止」を最重点推進項目として
安全運行の確保に積極的に取り組みます。

※死亡事故件数は事業用貨物自動車を第1当事者とするもの（軽を除く）

1

追突死亡事故ゼロをめざして
全体

右折時衝突

3.7％

5.9％

4.5％

工作物衝突
(分離帯)

駐車車両 工作物衝突 0.5％
車両単独（その他) 0.9％

車両相互（その他）1.4％

6.7％

1.2％
横断中 3.8％

車両単独

車両単独

左折時衝突

6.0％

1.2％

人対車両

車両相互

9.5％

1.1％

車両単独

1,383件

１２.７％

追突

92.6％

52.3％

（平成28年）
車両相互

95.1％

停車中の車両への
追突が

56 %

che

出典：
（公財）交通事故総合分析センター

2

衝突被害軽減ブレーキ搭載車の普及を促進

ck

69.7％

事故件数

進路変更時衝突

0.7％

追突

4.0％ 人対車両 0.9％

４.６％

14,600件
出会い頭衝突

後退時衝突

0.3％

人対車両(その他)

追越・追抜時衝突

事故件数

（平成28年）

横断中

1.２％

0.3％

2.4％

6.2％

(防護柵等)

左折時衝突

人対車両（その他）

5.2％

高速道路

事業用貨物自動車の事故類型別死傷事故件数の構成率（平成28年）

追越・追抜時衝突 正面衝突 1.3％
4.2％ 後退時衝突 車両相互（その他）
進路変更時衝突

車間距離・制限速度・健康管理がポイント！

※四捨五入のため合計は必ずしも100にならない

車両総重量 8トン未満 の事業用トラックを対象とした全ト協助成事業を実施中

左折巻き込み事故ゼロをめざして

死亡事故の
左折

7割が自転車

時の死亡事故

（件）
20

歩行者
5件
7

3 割は

交差点

右・左折時には歩行者・自転車に注意 !
交差点－対自転車

31件
12％

62件

死亡事故件数

24％

258件
308

31件
12％

（平成28年）
（平成27年）

その他
131件
51％

21件
8％

交差点－対歩行者

自転車

15

歩行者

5

19件

0

1

0

1～18

交差点－対その他

10

9

10

自転車

3

3

19～59

60～98（歳）

右折
時の死亡事故

対自転車

19 件が

8

追突

44件
17％

すべて大型車

割は

対歩行者

7 件中

3 件大型車

大型車

９割が歩行者
（件）
20

自転車
1件

歩行者
13件

自転車

15

歩行者

11

10
5
0

0

2 １

0

1～18

19～59

60～98（歳）

0

che

出典：
（公財）交通事故総合分析センター
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( 左折巻き込み事故防止対策 ) 装着車の普及を促進
車両総重量 7.5トン 以上 の事業用トラックを対象とした全ト協助成事業を実施中

車載カメラ

平成29年（2017年）9月1日

（第3種郵便物認可）

第1回

問題は、1ページから30ページまでの30問です。
答えを記入の際は、各問題の設問の指示に従い解答して下さい。
なお、解答にあたっては、各問及び各選択肢に記載された事項以外は、考慮し
ないものとして下さい。
また、設問で求める数と異なる数の解答をしたもの、及び複数の解答を求める
問題で一部不正解のものは、正解としません。
※問題文は原文のまま掲載しています。

1.

貨物自動車運送事業法関係

問 1 貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、
解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記
載されている事項以外は考慮しないものとする。
1．貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事
業、貨物軽自動車運送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。
2．一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車（三輪以
上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。
）を使用して貨物を運送する事業であって、
特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
3．貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車（三輪以上
の軽自動車及び二輪の自動車に限る。
）を使用して貨物を運送する事業をいう。
4．貨物自動車利用運送とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送
事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を
経営する者の行う運送（自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。
）を利用
してする貨物の運送をいう。
問 2 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業法の規
定より公表すべきとされている輸送の安全に係る事項として誤っているものを１つ選
び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1．輸送の安全に関する基本的な方針
2．輸送の安全に関する目標及びその達成状況
3．選任されている運行管理者の数
4．自動車事故報告規則第 2 条に規定する事故に関する統計

車である事業用自動車に運転者を乗務させた場合にあっては、当該乗務を行った運
転者ごとに貨物の積載状況を「乗務等の記録」に記録させなければならない。
2．事業者が、貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める「事故の記録」として記
録しなければならない事故とは、死者又は負傷者を生じさせたものと定められており、
物損事故については、当該記録をしなければならないものに該当しない。
3．事業者は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければな
らない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保
に関する業務の処理基準に関する規程（運行管理規程）を定めなければならない。
4．事業者は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面（輸送の安全の確保に関す
る取組が優良であると認められる営業所において、点呼を行う場合にあっては、国土
交通大臣が定めた機器による方法を含む。
）で行うことができない乗務を含む運行ごと
に、所定の事項を記載した運行指示書を作成し、これにより運転者に対し適切な指
示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。
問 7 一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。
）の事業用自動車の運行
の安全を確保するために、国土交通省告示等に基づき運転者に対して行わなければな
らない指導監督及び特定の運転者に対して行わなければならない特別な指導に関す
る次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしな
さい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないも
のとする。
1．事業者は、事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取扱いについ
て、当該事業用自動車の乗務員に対する適切な指導を行うこと。
2．事業者は、初任運転者等に対し特別な指導を実施した場合は、法令に基づき、
指導を実施した年月日及び指導の具体的内容を運転者台帳に記載するか、又は、指
導を実施した年月日を運転者台帳に記載したうえで指導の具体的内容を記録した書面
を運転者台帳に添付すること。
3．事業者は、事故惹起運転者に対する特別な指導については、やむを得ない事
情がある場合又は外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合を
除き、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務を開始した後 1 ヵ
月以内に実施すること。
4．事業者は、軽傷者（法令で定める傷害を受けた者）を生じた交通事故を起こし、
かつ、当該事故前の 3 年間に交通事故を引き起こした運転者に対し、国土交通大
臣が告示で定める適性診断であって国土交通大臣の認定を受けたものを受診させる
こと。

問 3 次の記述のうち、貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない
業務として正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、
解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

問 8 一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。
）の法令に規定する輸送
の安全の確保等に関する次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当
する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項
以外は考慮しないものとする。

1．運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、
運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに次に掲げる事項を
記録し、かつ、その記録を 1 年間保存すること。

1．事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲
労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、
当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。

一 点呼を行った者及び点呼を受けた運転者の氏名
二 点呼を受けた運転者が乗務する事業用自動車の自動車登録番号その他の当
該事業用自動車を識別できる表示
三 点呼の日時
四 点呼の方法
五 その他必要な事項
2．事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫を適切に確保し、管理すること。
3．法令の規定により、運転者として常時選任するため新たに雇い入れた者であっ
て当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前 3 年間に初
任診断（初任運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したもの。
）を受診
したことがない者に対して、当該診断を受診させること。
4．法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定
める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの（基礎講習）
を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者（補助者）を選任
すること並びにその者に対する指導及び監督を行うこと。
問 4 貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼についての次の文
中、A、B、C、D に入るべき字句としていずれか正しいものを 1 つ選び、解答用紙の
該当する欄にマークしなさい。
1．貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対
し、対面（運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。
）により点呼を行
い、次に掲げる事項について報告を求め、及び
の運行の安全を確保するために

B

A

を行い、並びに事業用自動車

をしなければならない。

一 酒気帯びの有無
二 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
三 道路運送車両法第 47 条の 2 第 1 項及び第 2 項の規定による点検の実施又は
その確認
2．貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対
面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び C 並びに他の運
転者と交替した場合にあっては法令の規定による D について報告を求め、及び酒
気帯びの有無について確認を行わなければならない。
A

l．指導		

2．確認

B

l．必要な指示

2．適切な助言

C

l．運行の状況

2．貨物の積載状況

D

l．通告		

2．乗務する運転者の健康状態

問 5 次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事
故報告規則に基づき国土交通大臣への報告を要するものを 2 つ選び、解答用紙の該
当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事
項以外は考慮しないものとする。
1．事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該自動車が車道と歩道の区
別がない道路を逸脱し、当該道路との落差が 0 . 3メートルの畑に転落した。
2．事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該自動車が道路の側壁に衝
突した。その衝撃により積載されていた消防法第 2 条第 7 項に規定する危険物であ
る灯油の一部が道路に漏えいした。
3．事業用自動車を含む 10 台の自動車が衝突し、この事故で５名が負傷した。
4．事業用自動車が右折の際、原動機付自転車と接触し、当該原動機付自転車が
転倒した。この事故で、原動機付自転車の運転者に通院による 30日間の医師の治
療を要する傷害を生じさせた。
問 6 一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。
）の事業用自動車の運行
等の記録に関する次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する
欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以
外は考慮しないものとする。
1．事業者は、車両総重量が 8 トン以上又は最大積載量が 5 トン以上の普通自動

2．事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時
間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の
勤務日数及び乗務距離を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。
3．一の営業所において複数の運行管理者を選任する事業者は、それらの業務を
統括する運行管理者（以下「統括運行管理者」という。
）を選任することができる。
4．事業者は、死者又は重傷者（法令で定める傷害を受けた者）を生じた事故を引
き起こした場合には、これに係る営業所に属する運行管理者（統括運行管理者が選任
されている場合にあっては、統括運行管理者及び当該事故について相当の責任を有す
る者として運輸支局長等が指定した運行管理者）に、事故があった日（運輸支局長等
の指定を受けた運行管理者にあっては、当該指定の日）から１年（やむを得ない理由
がある場合にあっては、１年６ヵ月）以内においてできる限り速やかに特別講習を受講
させなければならない。

2．

道路運送車両法関係

問 9 自動車の登録等についての次の記述のうち、正しいものを２つ選び、解答用
紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されて
いる事項以外は考慮しないものとする。
1．登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し（整備又は改造のため
に解体する場合を除く。
）
、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日
（使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日）か
ら 15 日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
2．臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から 15 日以内に、当該
臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。
3．自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、
道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から 30日以内に、国土
交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
4．何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれら
の者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただ
し、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事
由に該当するときは、この限りでない。
問 10 自動車の検査等についての次の記述のうち、誤っているものを１つ選び、解答
用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載され
ている事項以外は考慮しないものとする。
1．自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、
法令で定める場合を除き、その事由があった日から 15 日以内に、当該事項の変更に
ついて、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。

貨物

運行管理者試験問題

平成29年度

第2091号

平成 29 年度第１回運行管理者試験（貨物）が、８月 27 日（日）に
全国 47 都道府県で実施された。
試験結果については、９月 26 日（火）午前９時に、合格者の受
験番号が（公財）運行管理者試験センターのホームページ（http://
www.unkan.or.jp/）に掲載される。また、合否結果は「試験結果
通知書」により受験者本人宛てに郵送される。

で定める技術上の基準により、自動車を点検しなければならない。
エ 自動車運送事業の用に供する自動車の日常点検の結果に基づく運行可否の決
定は、自動車の使用者より与えられた権限に基づき、 D が行わなければならない。
A

l．所有者		

2．使用者

B

l．必要に応じ

2．１日１回

C

l．３ヵ月		

2．６ヵ月

D

l．運行管理者

2．整備管理者

問 12 道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示についての次の記述のう
ち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解
答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
1．自動車（法令に規定する自動車を除く。
）の前面（被牽引自動車の前面に限る。
）
、
両側面及び後面には、光を光源方向に効果的に反射することにより夜間に自動車の
前方（被牽引自動車の前方に限る。
）
、側方又は後方にある他の交通に当該自動車の
長さ又は幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に
関し告示で定める基準に適合する再帰反射材を備えることができる。
2．自動車（法令に規定する自動車を除く。
）の後面には、他の自動車が追突した
場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止することができるもの
として、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する突入防止装置を備えなけ
ればならない。ただし、告示で定める構造の自動車にあっては、この限りでない。
3．自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ（セミトレーラ
にあっては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離）12 メートル、
幅 2 . 6メートル、高さ3 . 8メートルを超えてはならない。
4．自動車に備えなければならない非常信号用具は、夜間 200 メートルの距離か
ら確認できる赤色の灯光を発するものでなければならない。

3．

道路交通法関係

問 13 車両の交通方法等についての次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、
解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記
載されている事項以外は考慮しないものとする。
1．車両は、歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、
歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなけ
ればならない。
2．車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により法令に規
定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に
従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
3．車両は、道路の中央から左の部分の幅員が 6 メートルに満たない道路において、
他の車両を追い越そうとするとき（道路の中央から右の部分を見とおすことができ、
かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識
等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除
く。
）は、道路の中央から右の部分にその全部又は一部をはみ出して通行することが
できる。
4．一般乗合旅客自動車運送事業者による路線定期運行の用に供する自動車
（以下
「路線バス等」という。
）の優先通行帯であることが道路標識等により表示されてい
る車両通行帯が設けられている道路においては、自動車（路線バス等を除く。
）は、
後方から路線バス等が接近してきた場合であっても、その路線バス等の正常な運行
に支障を及ぼさない限り、当該車両通行帯を通行することができる。
問 14 追越し等についての次の記述のうち、正しいものを２つ選び、解答用紙の該
当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事
項以外は考慮しないものとする。
1．車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、
停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等に追いついたときは、その前
方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横
切ってはならない。
2．車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分においても、前
方を進行している原動機付自転車は追い越すことができる。
3．車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、そ
の直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができ
るため必要な距離を、これから保たなければならない。
4．車両は、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂の道
路の部分においては、前方が見とおせる場合を除き、他の車両（軽車両を除く。
）を
追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
問 15 道路交通法に定める交通事故の場合の措置についての次の文中、A、B、C、
D に入るべき字句としていずれか正しいものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマ
ークしなさい。
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、
直ちに車両等の運転を停止して、

A

し、道路における

B

する等必要な措置を

講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者（運転者が死亡し、
又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員）は、警察官が現場にいる
ときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官
に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における

C

積載物並びに

D

を報告しなければならない。

A

1．事故状況を確認			

2．負傷者を救護

2．国土交通大臣は、継続検査の結果、自動車が道路運送車両の保安基準に適合
しないと認めるときは、当該自動車の自動車検査証を使用者に返付しないものとする。

B

1．危険を防止			

2．安全な駐車位置を確保

C

1．死傷者の数			

2．事故車両の数

3．自動車運送事業の用に供する自動車は、自動車検査証を当該自動車又は当該
自動車の所属する営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

D

1．当該交通事故について講じた措置

2．同乗者の数

4．何人も、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受け
ている自動車について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しそ
の他これらに類する行為であって、当該自動車が道路運送車両の保安基準に適合し
ないこととなるものを行ってはならない。
問 11 自動車の点検整備等に関する次のア、イ、ウ、エの文中、A、B、C、D に入
るべき字句としていずれか正しいものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークし
なさい。
ア 自動車の A は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、
当該自動車を道路運送車両の保安基準に適合するように維持しなければならない。
イ

自動車運送事業の用に供する自動車の使用者又は当該自動車を運行する者は、

B 、その運行の開始前において、国土交通省令で定める技術上の基準により、
自動車を点検しなければならない。

ウ

自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、

C

ごとに国土交通省令

及び負傷者

の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の

問 16 停車及び駐車等についての次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解
答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載
されている事項以外は考慮しないものとする。
1．車両は、交差点の側端又は道路のまがりかどから 5 メートル以内の道路の部分
においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一
時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
2．車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のた
め道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から５メート
ル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
3．車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、
自転車横断帯、踏切又は道路標示によって区画された部分に入った場合においてはそ
の部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入ってはならない。
4．車両は、消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道
路に接する出入口から 5 メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
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問 17 車両等の運転者の遵守事項等についての次の記述のうち、正しいものを２つ
選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択
肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
1．正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせる
ような方法で、自動車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自
動車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させてはならな
い。

問 23 下表は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の 1 ヵ月の勤務状況
の例を示したものであるが、
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定
める拘束時間及び運転時間に照らし、
次の１～４の中から違反している事項を1つ選び、
解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、1 人乗務とし、
「1 ヵ月についての拘
束時間の延長に関する労使協定」があり、下表の 1 ヵ月は、当該協定により 1 ヵ月に
ついての拘束時間を延長することができる月に該当するものとする。

2．車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、必ず道路管
理者に通報するものとし、当該道路管理者からの指示があるまでは、転落し、又は
飛散した物を除去してはならない。

4．監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、その側方を離
れて走行するよう努めなければならない。

3．運転中の車外への脇見だけでなく、車内にある画像表示用装置を注視したり、
スマートフォン等を使用することによって大幅に追突事故等の危険性が増加すること
について、日頃から運転者に対して指導する必要がある。

問 18 労働基準法の定めに関する次の記述のうち、正しいものを２つ選び、解答用
紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されて
いる事項以外は考慮しないものとする。

2．
「平均賃金」とは、これを算定すべき事由の発生した日以前３ヵ月間にその労働
者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の所定労働日数で除した金額をいう。
3．
「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃
金を支払われる者をいう。
4．
「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関す
る事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
問 19 労働基準法に定める賃金及び休日等についての次の記述のうち、誤っている
ものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、
各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
1．賃金は、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令
で定める賃金を除き、毎月 1 回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
2．出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時
間にかかわらず一定額の賃金の保障をしなければならない。
3．使用者は、労働者に対して、毎週少くとも 1 回の休日を与えなければならない。た
だし、この規定は、4 週間を通じ 4 日以上の休日を与える使用者については適用しない。
4．使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合に
おいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た
場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定
で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
問 20 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める目的等について
の次の文中、A、B、C、D に入るべき字句としていずれか正しいものを１つ選び、解
答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1．この基準は、自動車運転者（労働基準法（以下「法」という。
）第 9 条に規定
する労働者であって、 A の運転の業務（厚生労働省労働基準局長が定めるものを
除く。
）に主として従事する者をいう。以下同じ。
）の労働時間等の改善のための基
準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の B を図ることを目的とする。
2．労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の
らないことはもとより、その向上に努めなければならない。

C

させてはな

3．使用者は、 D その他の事情により、法第 36 条第 1 項の規定に基づき臨時
に労働時間を延長し、又は休日に労働させる場合においても、その時間数又は日数
を少なくするように努めるものとする。
A

1．二輪以上の自動車

2．四輪以上の自動車

B

1．労働条件の向上

2．労働契約の遵守

C

1．生活環境を悪化

2．労働条件を低下

D

1．季節的繁忙

2．運転者不足

		

（以下「改善基準」という。
）
問 21 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」
及び厚生労働省労働基準局長の定める「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に
従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について」
（以下「特例基準」
という。
）に関する次の記述のうち、正しいものを２つ選び、解答用紙の該当する欄
にマークしなさい。ただし、隔日勤務には就いていない場合とする。なお、解答にあ
たっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
1．使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者（ 以下「トラック運転
者」という。
）に労働基準法第 35 条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日
は４週間について３回を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準第４条
第１項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。
2．労使当事者は、時間外労働協定においてトラック運転者に係る一定期間につい
ての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、２週間及び１ヵ月以
上３ヵ月以内の一定の期間とするものとする。
3．トラック運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合における拘束時
間及び休息期間は、フェリー乗船時間（乗船時刻から下船時刻まで）については、原
則として、休息期間として取り扱うものとし、この休息期間とされた時間を改善基準
第４条の規定及び特例基準により与えるべき休息期間の時間から減ずることができる
ものとする。ただし、その場合においても、減算後の休息期間は、２人乗務の場合
を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の２分の１を下回っては
ならない。
4．使用者は、業務の必要上、トラック運転者（１人乗務の場合）に勤務の終了後
継続８時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間に
おける全勤務回数の２分の１を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の
経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された
休息期間は、１日（始業時刻から起算して 24 時間をいう。
）において１回当たり継続４
時間以上、合計８時間以上でなければならないものとする。
問 22

下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の運転時間及び休憩

時間の例を示したものである。次の１～４の休憩時間の組合せの中で、連続運転の
中断方法として「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に適合し、かつ、
当該運行の乗務開始から乗務終了までの拘束時間が最少となるものを１つ選び、解
答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、当該運行は 1 人乗務とし、翌日は休日

1．１日についての拘束時間 15 時間を超える１週間の回数
2．１ヵ月の拘束時間
3．当該５週間のすべての日を特定日とした２日を平均した１日当たりの運転時間
4．２週間を平均した 1 週間当たりの運転時間

5．

実務上の知識及び能力

問 24 点呼の実施に関する次の記述のうち、適切なものを 1 つ選び、解答用紙の該
当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事
項以外は考慮しないものとする。
1． A 営業所（全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優
良事業所でない営業所）では運行管理者が、運転者に対する乗務前点呼はアルコー
ル検知器を使用し対面により行っており、帰庫後の運転者への乗務後点呼は、運行
管理者が営業所に不在の場合には電話で実施している。
2．事業用自動車の運転者が運行中に道路のガードレールに接触するという物損
事故を起こしたため、
警察官の事故処理に立ち会った後に所属する営業所に帰庫した。
乗務後の点呼において、運転者から当該事故の報告を受けたが、物損事故であるこ
とから、点呼記録表に記録しなかった。
3．複数日にわたる事業用トラックの運行で、２日目は乗務前及び乗務後の点呼の
いずれも対面で行うことができない乗務のため、携帯電話により中間点呼を実施し、
その結果特に問題がなかったので点呼記録表に記録しなかった。しかし、乗務後の
点呼についてはその結果を点呼記録表に記録した。
4． A 営業所においては、
運行管理者は昼間のみの勤務体制となっている。しかし、
運行管理者が不在となる時間帯の点呼が当該営業所における点呼の総回数の 6 割を
超えていないことから、その時間帯における点呼については、事業者が選任した複
数の運行管理者の補助者に実施させている。
問 25 一般貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導・監
督に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でない
ものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選
択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
1．時速 36 キロメートルで走行中の自動車の運転者が、前車との追突の危険を認
知しブレーキ操作を行い、ブレーキが効きはじめるまでに要する空走時間を 1 秒間と
し、ブレーキが効きはじめてから停止するまでに走る制動距離を 8 メートルとすると、
当該自動車の停止距離は 13 メートルとなることを指導している。
2．危険ドラッグ等の薬物を使用して運転した場合には、重大な事故を引き起こす
危険性が高まり、その結果取り返しのつかない被害を生じることもあることから、運
行管理者は、常日頃からこれらの薬物を使用しないよう、運転者等に対し強く指導し
ている。
3．大雨、大雪、土砂災害などの異常気象時の措置については、異常気象時等処
理要領を作成し運転者全員に周知させておくとともに、運転者とも速やかに連絡がと
れるよう緊急時における連絡体制を整えているので、事業用自動車の運行の中断、
待避所の確保、徐行運転等の運転に関わることについてはすべて運転者の判断に任
せ、中断、待避したときは報告するよう指導している。

B：10 分

C：15 分

D：10 分

2． A：15 分

B：15 分

C：20 分

D：10 分

3． A：15 分

B：10 分

C：15 分

D：15 分

4． A：10 分

B：15 分

C：15 分

D：10 分

問 29 交通事故防止対策に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」
の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、解
答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
1．適性診断は、運転者の運転行動、運転態度及び性格等を客観的に把握し、安
全運転にとって、好ましい方向へ変化するよう動機づけすることにより、運転者自身
の安全意識を向上させるためのものであり、ヒューマンエラーによる交通事故の発生
を未然に防止するための有効な手段となっている。
2．平成 27年中の事業用貨物自動車が第 1 当事者となった人身事故の類型別発生
状況をみると、
「出会い頭衝突」が最も多く、全体の約半分を占めており、続いて「追
突」の順となっている。このため、運転者に対し、特に、交差点における一時停止
の確実な履行と安全確認の徹底を指導する必要がある。
3．平成 27年中の交通事故死者数のうち、65歳以上の高齢者の占める割合は、
全体の約 5 割である。このため、運転者に対し、高齢の歩行者などは身体的機能の
低下により危険の発見、回避が遅れることなどを考慮して運転するよう指導する必要
がある。
4．衝突被害軽減ブレーキは、レーダー等で検知して前方の車両等に衝突する危
険性が生じた場合に運転者にブレーキ操作を行うよう促し、さらに衝突する可能性
が高くなると自動的にブレーキが作動し、衝突による被害を軽減させるためのもので
ある。当該ブレーキが備えられている自動車に乗務する運転者に対しては、当該ブ
レーキの機能等を正しく理解させる必要がある。
問 30 荷主から貨物自動車運送事業者に対し、B 地点で荷積みをし、C 地点に 11
時半頃を目標に到着させるよう運送の依頼があった。これを受けて、運行管理者と
して運転者に対し当該運送の指示をするため、次に示す「当日の運行計画を策定す
るための前提条件」に基づき運行計画を立てた。
この運行に関する次のア～ウについて解答しなさい。なお、解答にあたっては、
「当
日の運行計画を策定するための前提条件」に記載されている事項以外は考慮しない
ものとする。

「当日の運行計画を策定するための前提条件」
〇

A 営業所を 6 時に出庫し、30 キロメートル離れた B 地点まで平均時速 30 キロメ
ートルで走行する。

〇

B 地点において 20 分間の荷積みを行う。

〇

B 地点から 160 キロメートル離れた C 地点までの間、一部高速自動車国道を利
用し、平均時速 40 キロメートルで走行して、C 地点に 11 時 20 分に到着する。

〇

C 地点において 20 分間の荷下ろし後、1 時間の休憩をとる。休憩後、A 営業所
に帰庫するため、C 地点を 12 時 40 分に出発し、一般道路を利用して、D 地点ま
で平均時速 30 キロメートルで走行する。

〇
○

D 地点に 15 時 40 分に到着し、1 時間の休憩をとる。
帰庫のため D 地点から 60 キロメートル離れた A 営業所まで平均時速 30 キロ
メートルで走行する。

4．実際の事故事例やヒヤリハット事例のドライブレコーダー映像を活用して、事
故前にどのような危険が潜んでいるか、それを回避するにはどのような運転をすべき
かなどを運転者に考えさせる等、実事例に基づいた危険予知訓練を実施している。
問 26 運行管理者の日常業務の記録等に関する次の記述のうち、適切なものには
解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークし
なさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しな
いものとする。
1．運行管理者は、選任された運転者ごとに採用時に提出させた履歴書が、法令
で定める運転者台帳の記載事項の内容を概ね網羅していることから、これを当該台
帳として使用し、索引簿なども作成のうえ、営業所に備え管理をしている。
2．運行管理者は、
運行記録計により記録される「瞬間速度」
「運行距離」及び
、
「運
行時間」等により運転者の運行の実態や車両の運行の実態を分析し、運転者の日常
の乗務を把握し、過労運転の防止及び運行の適正化を図る資料として活用しており、
この運行記録計の記録を 1 年間保存している。
3．運行管理者は、事業用自動車の運転者として新たに雇い入れた場合には、自
動車安全運転センターが交付する運転記録証明書等により、交通事故歴等を確認し
ている。また、
乗務前点呼において運転者に運転免許証の提示を求め、
確認している。
4．運行管理者は、運転者に法令に基づく運行指示書を携行させ、運行させてい
る途中において、自然災害により運行経路の変更を余儀なくされた。このため、当
該運行管理者は、営業所に保管する当該運行指示書の写しにその変更した内容を記
載するとともに、当該運転者に対して電話等により変更の指示を行ったが、携行させ
ている運行指示書については帰庫後提出させ、運行管理者自ら当該変更内容を記載
のうえ保管し、運行の安全確保を図った。
問 27 事業用自動車の運転者の健康管理に関する次の記述のうち、適切なものには
解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークし
なさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しな
いものとする。
1．事業者は、業務に従事する運転者に対し法令で定める健康診断を受診させ、
その結果に基づいて健康診断個人票を作成して５年間保存している。また、運転者
が自ら受けた健康診断の結果についても同様に保存している。

1． A：10 分

4．四輪車を運転する場合、二輪車との衝突事故を防止するための注意点として、
①二輪車は死角に入りやすいため、その存在に気づきにくく、また、②二輪車は速度
が実際より速く感じたり、距離が近くに見えたりする特性がある。したがって、運転
者に対してこのような点に注意するよう指導する必要がある。

2．運転者が運転中に安全運転の継続が困難となるような体調不良や異常を感じ
た場合、速やかに安全な場所に事業用自動車を停止させ、運行管理者に連絡し、指
示を受けるよう指導している。また、その後の運行再開の可否については、体調の
状況を運転者が自ら判断し決定するよう指導している。
3．事業者は、
深夜
（夜 11 時出庫）を中心とした業務に常時従事する運転者に対し、
法令に定める定期健康診断を 1 年に 1 回、必ず、定期的に受診させるようにしている。
4．近年、脳卒中や心臓病などに起因した運転中の突然死による事故が増加傾向

ア C 地点と D 地点の間の距離について、次の１～３の中から正しいものを１つ選び、
解答用紙にマークしなさい。
1．60 キロメートル
イ

1．17 時 40 分
ウ

2．90 キロメートル

3．130 キロメートル

当該運転者が A 営業所に帰庫する時刻について、次の１～３の中から正しいもの
を 1 つ選び、解答用紙にマークしなさい。
2．18 時 40 分

3．20 時 00 分

当日の全運行において、連続運転時間は「自動車運転者の労働時間等の改善の
ための基準」に照らし、違反しているか否かについて、次の 1 ～ 2 の中から正しい
ものを 1 つ選び、解答用紙にマークしなさい。
1．違反している
2．違反していない

【正 答 表 】

とする。

問 28 自動車の運転に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の
欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、解答
にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

2．前方の自動車を大型車と乗用車から同じ距離で見た場合、それぞれの視界や
見え方が異なり、大型車の場合には運転席が高いため、車間距離をつめてもあまり
危険を感じない傾向となるので、この点に注意して常に適正な車間距離をとるよう運
転者を指導する必要がある。

労働基準法関係

1．使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時
間その他の労働条件について、差別的取扱をしないように努めなければならない。

にあるが、これらの病気の要因が生活習慣に関係していることから生活習慣病と呼
ばれている。この病気は、暴飲暴食や運動不足などの習慣が積み重なって発病する
ので、定期的な健康診断の結果に基づいて生活習慣の改善を図るよう運転者に対し
呼びかけている。

1．自動車のハンドルを左に切り旋回した場合、左側の後輪が左側の前輪の軌跡に
対し内側を通ることとなり、この前後輪の軌跡の差を内輪差という。ホイールベース
の長い大型車ほどこの内輪差が大きくなることから、運転者に対し、交差点での左
折時には、内輪差による歩行者や自転車等との接触、巻き込み事故に注意するよう
指導する必要がある。

3．道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該
安全地帯に歩行者がいるときは、徐行しなければならない。
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